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第 53 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

【調達公告】 
△一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 

（都筑処理区長津田地区下水道整備工事（その９７）ほか７件）･････････････････････････････････２ 
△1,000万円以上2,500万円未満の一般競争入札の施行 

（保土ケ谷区地下坑道埋戻し工事（その９）ほか41件）･････････････････････････････････････････18 
△2,500万円以上の一般競争入札の施行 

（市道浜町矢向線電線共同溝整備工事（１工区その１４）ほか23件）･････････････････････････････64 
△一般競争入札の施行中止･････････････････････････････････････････････････････････････････････95 
 

【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（横浜駅改良工事（電気設備）外１件）･･･････96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 53 号 平成 17 年 12 月６日発行 

                                                    

                        2

 
横浜市調達公告第212号 

一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
次のとおり、「都筑処理区長津田地区下水道整備工事（その９７）」ほか７件の工事について、一般競争

入札を行う。 
平成17年12月６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（ただし、９(12)に定める場合を除く。）

。 
(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12月９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 

横浜市のホームページ又は横浜市財政局契約部掲示板を参照すること。 
(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 
(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) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った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共同企業体協定書兼委任状の提出を行った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) 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。 

 調 達 公 告 
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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 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 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 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 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 低の
価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 
６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条及び第

28条の規定よる。 
 
７ 契約金の支払方法 

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

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各
会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支
払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出
来高に応じて行う。 

 
８ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 
(1) ６(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条第1項に定める契約保証金の
額は、契約金額の100分の30以上とする。 

(2) ７(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契
約を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある
場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う
。 

(3) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、当該工事の請負契約の相手方が次のア
又はイに該当するときは、工事ごとに定める技術者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として
施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満たす技術者を、監理技術者とは別に、施工現場に専任
で1名配置しなければならない。この場合、配置する全ての技術者について、配置技術者（変更）届出
書（第６号様式）及び監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成16年２月29日以前に監理技術者資格
者証の交付を受けている者は提出不要。）を提出すること。 
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
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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 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 高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事
請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する
こと。 

(10) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、正当な理由な
く落札者となることを辞退した場合、又は、５(5)又は５(9)に定める書類を提出しない場合は、横浜
市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

(11) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額に
かかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

（12）特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜
市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定
書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課長あ
ての書留郵便により郵送又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市のホームページ又は横浜市財政局契約部掲示板を参照すること。 

(13) 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 ０５２１０１１５６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区長津田地区下水道整備工事（その９７） 

施工場所 
緑区長津田二丁目２４番１号地先から１９番１５号地先まで 

工事概要 

泥濃式推進工（Φ２，０００㎜、Ｌ＝２３５．５ｍ、Ｒ＝４５ｍ（１か所））、小口径管 
推進工（オーガ一工程式、Φ５００㎜、Ｌ＝９１．９ｍ）、ヒューム管布設工（Φ５００ 
㎜、Ｌ＝３３．４ｍ）、ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝５．８ｍ～１６ｍ、３か所） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ２月２８日まで 

予定価格 ４０４，５７０，０００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 

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１，６００㎜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 小曲線半径６０ｍ以下の施工箇所を含む管径 
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、延長及び 小曲線半径を記入すること。 
） （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２ 
９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１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 

（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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部処理区大和地区下水道整備工事（その７） 

施工場所 
中区矢口台１７６番地先から大和町２丁目３６番地先まで 

工事概要 

泥濃式推進工（Φ１，０００㎜、Ｌ＝１５４．５ｍ、Ｒ＝６０ｍ（３か所））、鋼管さや 
管方式推進工（Φ１，０００㎜、Ｌ＝４．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年１２月２２日まで 

予定価格 １４１，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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 小曲線半径６０ｍ以下の施工箇所を含む管径 
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、延長及び 小曲線半径を記入すること。 
） （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２ 
９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 

関東コピー株式会社、有限会社リバーストン 
平成１７年１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第二水再生センター第４系列水処理電気設備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

高圧閉鎖配電盤製作・据付１面、高圧コンビネーションスタータ製作・据付２面、コント 
ロールセンタ製作・据付一式、現場盤製作・据付２７面、制御盤製作・据付２組、工業計 
器類製作・据付一式 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 ４９４，８９０，０００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 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設 
等）における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、処理方式を高度処理又は標準活性汚泥法とする下水道 
施設又は類似施設（水道施設等）における、次の（１）及び（２）のプラント電気設備の 
新設工事の元請としての施工実績を有し、かつ、同設備は開札日において１年以上の稼動 
実績を有すること（（１）及び（２）は別工事でも可。）。 
（１）ポンプ設備、ゲート・弁設備及びかき寄せ機を運転・制御するための電気設備 
（２）送風機設備を運転・制御するための電気設備 

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 
事内容欄に工事を施工した施設及び工事概要を記入すること。） （３）監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事を施工した施設、工事概 
要及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写 
し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社昭和工業写真社 
平成１７年１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 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 ０５２１０１１５６２ 

工事件名 
栄第二水再生センター第４系列水処理電気設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留 
  意すること。 
（２）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。 
（３）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。 
（４）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。 
（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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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。 
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契約番号 ０５２１０１１５６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター第７系列水処理電気設備工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

工事概要 

高圧閉鎖配電盤製作・据付２面、高圧コンビネーションスタータ製作・据付３面、コント 
ロールセンタ製作・据付一式、現場盤製作・据付７面、制御盤製作・据付１組 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 ３８７，７００，０００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 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設 
等）における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、処理方式を高度処理又は標準活性汚泥法とする下水道 
施設又は類似施設（水道施設等）における、次の（１）及び（２）のプラント電気設備の 
新設工事の元請としての施工実績を有し、かつ、同設備は開札日において１年以上の稼動 
実績を有すること（（１）及び（２）は別工事でも可。）。 
（１）ポンプ設備、ゲート・弁設備及びかき寄せ機を運転・制御するための電気設備 
（２）送風機設備を運転・制御するための電気設備 

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 
事内容欄に工事を施工した施設及び工事概要を記入すること。） （３）監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事を施工した施設、工事概 
要及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写 
し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、亜細亜工業写真株式会社 
平成１７年１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 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 

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

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１５６３ 

工事件名 
北部第二水再生センター第７系列水処理電気設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留 
  意すること。 
（２）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。 
（３）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。 
（４）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。 
（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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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。 
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契約番号 ０５２１０１１５６４ 

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揚水施設電気設備工事 

施工場所 
磯子区磯子一丁目４番 

工事概要 

高圧閉鎖配電盤製作・据付２面、高圧コンビネーションスタータ製作・据付２面、コント 
ロールセンタ製作・据付一式、現場盤製作・据付２９面、制御盤製作・据付１組、工業計 
器類製作・据付一式 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 ３７８，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設 
等）における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（ポンプ設備、ゲート設備及び除塵・除砂設備を運転・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、同設備は開札日において１年以 
上の稼動実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）（工 
事内容欄に工事を施工した施設及び工事概要を記入すること。） （３）監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事を施工した施設、工事概 
要及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写 
し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社福寿企画、有限会社リバーストン 
平成１７年１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 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 ０５２１０１１５６４ 

工事件名 
磯子第二ポンプ場雨水滞水池揚水施設電気設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留 
  意すること。 
（２）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。 
（３）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。 
（４）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。 
（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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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。 
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契約番号 ０５２１０１１５６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第二水再生センター揚水施設電気設備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

高圧閉鎖配電盤製作・据付１面、高圧コンビネーションスタータ製作・据付１面、変圧器 
盤製作・据付３面、コントロールセンタ製作・据付一式、現場盤製作・据付１２面、速度 
制御装置製作・据付２組、ＵＰＳ装置製作・据付１組 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 ２３３，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設 
等）における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（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、同設備は開札日において１年以上の稼動実績を有 
すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）（工 
事内容欄に工事を施工した施設及び工事概要を記入すること。） （３）監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事を施工した施設、工事概 
要及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写 
し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社福寿企画 
平成１７年１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 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 

※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 ０５２１０１１５６６ 

工事件名 
栄第二水再生センター揚水施設電気設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留 
  意すること。 
（２）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。 
（３）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。 
（４）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。 
（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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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。 
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契約番号 ０５２１０１１５７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部水再生センター雨水ポンプ施設流出渠築造工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地 

工事概要 

土工（掘削工４，５０４㎥、埋戻工３，７８２㎥）、仮設工（鋼矢板工５０５枚、切梁・ 
腹起し工）、地盤改良工（薬液注入工１４本）、躯体築造工（既製杭工（Φ６００㎜、Ｌ 
＝２０ｍ～２４ｍ、４０本）、コンクリート工４５２㎥、鉄筋工４１ｔ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ９月２９日まで 

予定価格 １２７，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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以上の杭基礎工（既製杭に限る。）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、既製 
杭の種類、長さ及び杭基礎上部の構造物の名称を記入し、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、株式会社創 
平成１７年１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 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）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区白根地区環境整備工事（その３） 

施工場所 
旭区上白根一丁目２番１号地先から１４番１６号地先まで 

工事概要 

刃口式推進工（Φ１，１００㎜～Φ１，２００㎜、Ｌ＝１０７ｍ）、ヒューム管布設工（ 
Φ５００㎜、Ｌ＝８３．１ｍ）、ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝５．０９ｍ～ 
１５．７３ｍ、３か所）、特殊人孔築造工（Ｈ＝１１．６８ｍ～１４．８７ｍ、２か所） 
ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ２月２８日まで 

予定価格 １０４，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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。 

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 

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１２月 ９日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１７年１２月 ７日（水）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 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 

※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 ０５２１０１１５９１ 

工事件名 
都筑処理区白根地区環境整備工事（その３） 

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）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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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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横浜市調達公告第213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、「保土ケ谷区地下坑道埋戻し工事（その９）」ほか41件の工事について、一般競争入札を行

う。 
平成17年12月６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12月９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 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 
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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 低制限価格以上の価格をもって入札
を行った者のうち 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 低制限価格以上の価格をもって入札を行っ
た者のうち 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 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 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 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 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 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、
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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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



横浜市報調達公告版 

                                第 53 号 平成 17 年 12 月６日発行 

                                                    

                        21

契約番号 ０５０１０１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷区地下坑道埋戻し工事（その９） 

施工場所 
保土ケ谷区星川一丁目及び星川二丁目 

工事概要 

坑内高流動埋戻材打設工４９１．４㎥ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １４，２００，０００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 

低制限価格 開札後に公表 

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、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）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、有限会社リバーストン 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 総務局情報・技術課 電話 ０４５－６７１－３４５４  

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 ０５１２０１１１２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道五貫目第７８号線（五貫目地区）道路整備工事（その４） 

施工場所 
瀬谷区北町２５番地先から瀬谷町８９３１番地先まで 

工事概要 

交通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 １３，２１０，０００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 

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 

株式会社アイ・テック、有限会社ナガイ 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－３５３９  

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 ０５１２０１１１２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道今井第３４７号線ほか２か所街路樹植栽工事 

施工場所 
戸塚区上品濃１６番地先から品濃町８８１番１０地先までほか２か所 

工事概要 

植栽工（高木植栽工６５本、中低木植栽工４，８７２本、地被類植栽工１３，４１７鉢） 
、客土工２８５㎥ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ２２，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７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 
１１月１日から平成１７年１０月３１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 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、 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１７ 
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、有限会社新日本プリント 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８６  

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 ０５１２０１１１２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（下飯田地区）街路整備工事（植栽工） 

施工場所 
戸塚区深谷町１３９８番３から泉区和泉町１０２３番３まで 

工事概要 

道路植栽工（ケヤキ１本、ヤマボウシ４本、ドウダンツツジ１，４７７本、ヒラドツツジ 
１，７２９本、ユキヤナギ６３本、アジサイ４０本、アヤメ５５０本、フイリヤブラン 
２，６１６本、リュウノヒゲ３０，４８３本） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １８，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２） 
に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は 
雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社新日本プリント 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－３６３５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１２０１１１２６ 

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１３造園工事） 

施工場所 
戸塚区戸塚町２０９４番６ 

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 １０，７５０，０００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 

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 

東洋製図工業株式会社、株式会社福寿企画 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１２０１１１３６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（下飯田地区）街路整備工事（区画線・標識工） 

施工場所 
戸塚区深谷町１３３９番１地先から泉区和泉町１００６番１地先まで 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝１９，９０７ｍ、案内標識設置工２基、区境標識設置工２基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２２，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 ‐ 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者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１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－３６３５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１４０１１０９４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋梁暫定スロープ下部工） 

施工場所 
神奈川区橋本町２丁目１番２５ 

工事概要 

橋梁下部工（Ｐ９橋脚（床掘工１５８㎥、場所打ち杭工（Φ１，２００㎜、Ｌ＝１０．５ 
ｍ、４本）、躯体コンクリート工９６．０㎥、鉄筋工６．５８４ｔ）、Ａ２橋台（床掘工 
１６２㎥、場所打ち杭工（Φ１，２００㎜、Ｌ＝７．０ｍ、６本）、躯体コンクリート工 
１１２．８㎥、鉄筋工６．２２５ｔ）） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２２，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

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、杭基礎工（場所打ち杭に限る。）を含む橋梁下部工事 
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）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（工事内容欄に杭基礎工（場所打ち杭 
に限る。）を含む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 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社リバーストン 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２  

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 ０５１４０１１１０１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
各ふ頭フェンス補修工事 

施工場所 
大黒ふ頭１番ほか２か所 

工事概要 

門扉製作・設置工一式（両開き型、Ｗ＝４ｍ、Ｈ＝２ｍ、鋼材重量０．８７ｔ、溶融アル 
ミメッキ、１基）、防風柵製作・設置工一式（孔折板式、Ｗ＝０．２２ｍ、Ｈ＝４ｍ、鋼 
材総重量約５．５ｔ、溶融亜鉛アルミメッキ、Ｌ＝６６ｍ）、飛砂防止ネット製作・取付 
工一式（鋼材重量６．０ｔ、溶融アルミメッキ、Ｌ＝８０ｍ）、コンクリート基礎工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２１，６１０，０００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 

低制限価格 開札後に公表 

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 

鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２） 
に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は 
雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、東洋製図工業株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）午前 １１時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５１４０１１１０２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
本牧海釣り施設補修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭本牧海釣り施設 

工事概要 

本牧海づり施設製作・架設工一式（鋼材重量１３．８８ｔ、工場塗装工一式）、簡易門扉 
製作工１基、手すり製作・設置工Ｌ＝７７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２２，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

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 

鋼構造物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１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）茅ケ崎城址公園一部整備工事 

施工場所 
都筑区茅ケ崎東二丁目２５番地 

工事概要 

植栽工（樹木整姿工（常緑樹５４本、落葉樹５４本））、施設整備工、樹林育成工（草刈 
り１９，１１０㎡、伐採、抜根） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２３日まで 

予定価格 ２１，３５０，０００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 

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 

株式会社アイ・テック、株式会社ヒライデ・コピー 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－３９４５  

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 ０５２１０１１５７３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川処理区中央地区下水道再整備工事 

施工場所 
西区中央一丁目２１番地先から２７番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（φ２５０㎜、Ｌ＝１２５．９ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １５，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 

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１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５７４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
反町公園ほか２公園施設改良工事 

施工場所 
神奈川区反町１丁目１２番地ほか２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１０日まで 

予定価格 １２，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、株式会社福寿企画 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１６０２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中部処理区西之谷地区下水道整備工事（その２） 

施工場所 
中区西之谷町１３２番地の１から１３２番地の１９まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝９２．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 １１，８１０，０００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 

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、中 
区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２） 
に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は 
雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社ワイシー・ドキュメント 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時５０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－３５３７  

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 ０５２１０１１６０７ 

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 

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 

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 

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１２月 ９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１２月２６日（月）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（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 

※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 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 ０５２１０１１６０７ 

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） 

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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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）。 
（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 ０５２２０１１０８７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷工場灰搬出コンベヤ等補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地 

工事概要 

灰搬出コンベヤ補修工（３号炉）一式、火格子下コンベヤ補修工（１号炉）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 １８，２１０，０００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 

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 

株式会社昭和工業写真社、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２２０１１０８８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見工場クレーン油圧バケット補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地 

工事概要 

ごみクレーン油圧バケット補修工１基、灰クレーン油圧バケット補修工２基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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：クレーン工事】 

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 

有限会社サン・アート、有限会社ナガイ 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 資源循環局鶴見工場 電話 ０４５－５２１－２１９１  

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 ０５２２０１１０９８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑工場３号炉空気予熱器補修工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

空気予熱器補修工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ９，８４８，０００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 

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：ボイラー工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業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 

 

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、株式会社昭和工業写真社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１  

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 ０５３１０１１０５２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見土木管内下水道修繕工事（その７） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工３３か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝６５ｍ）、雨水桝修繕工３か 
所、インバート修繕工１か所、足掛け金物修繕工５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 １３，２８０，０００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 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内又は神奈川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１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５２１－６６５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３１０１１０５３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見土木管内下水道修繕工事（その８） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工３０か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝９０ｍ）、雨水桝修繕工３か 
所、インバート修繕工１か所、足掛け金物修繕工５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 １４，３９０，０００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 

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、鶴見区内又は神奈川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、有限会社新日本プリント 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５２１－６６５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３６０１１０５０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日限山公園ほか１０公園施設改良工事 

施工場所 
港南区日限山一丁目６６番地ほか１０か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工）、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２０日まで 

予定価格 ２１，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、株式会社福寿企画 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５３６０１１０５３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南土木管内河川維持工事（その３） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

水路しゅんせつ工３３０㎥，除草工１２，０００㎡， 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 １０，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２） 
に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は 
雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、関東コピー株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時５０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５３６０１１０５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鍛冶ケ谷南公園ほか１２公園施設改良工事 

施工場所 
港南区日野七丁目１２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、根囲い保護工）、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２４日まで 

予定価格 １３，１１０，０００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 

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 

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１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５３６０１１０５８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南区芹が谷五丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
港南区芹が谷五丁目２番３６号地先から１１番３８号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，５６８㎡、不陸整正工１，５６８㎡、舗装版切断工Ｌ＝５００ｍ 
、舗装版破砕積込１，５６８㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝４ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝４．３ｍ、区画線 
設置工Ｌ＝５００ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ９，９７０，０００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 

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、港 
南区内、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 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５３７０１１０４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
向台第二公園ほか９公園施設改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町４７１番地３ほか９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、根囲い保護工）、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２０日まで 

予定価格 １８，２８０，０００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 

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 

株式会社福寿企画、株式会社ワイシー・ドキュメント 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５３７０１１０４８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
峰沢町歩道橋補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区峰沢町６６番地先 

工事概要 

橋脚補強工一式、地覆補修工一式、目隠板設置工７９㎡、階段クリンタイル撤去・設置工 
２２８枚、薄層舗装工６８㎡、塗装工５６１㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １７，２８０，０００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 

低制限価格 開札後に公表 

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 

鋼構造物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、有限会社サン・アート 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３９０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子自転車等保管場所設置工事 

施工場所 
磯子区森一丁目１番ほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工６９５㎡、コンクリート舗装工７４㎡、路盤工７６９㎡、区画線設置 
工Ｌ＝２６６ｍ、舗装止設置工Ｌ＝１１２ｍ 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 １６，３９０，０００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 

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、中区内、磯子区内又は金沢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 

亜細亜工業写真株式会社、ＪＦＥネット株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５３９０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子区洋光台三丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
磯子区洋光台三丁目２３番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工６９８㎡、不陸整正工６９８㎡、路盤工５３㎡、舗装版切断工Ｌ＝ 
２８０ｍ、ＬＵ型側溝工Ｌ＝２６３ｍ、区画線設置工Ｌ＝３５３ｍ 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 １４，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 

有限会社サン・アート、株式会社福寿企画 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５４００１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泥亀公園ほか１０公園施設改良工事 

施工場所 
金沢区泥亀二丁目９番ほか１０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１５日まで 

予定価格 １４，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 

オリエント株式会社、有限会社新日本プリント 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 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 ０５４００１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
能見台千丈公園ほか１５公園施設改良工事 

施工場所 
金沢区能見台三丁目３１番１号ほか１５か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工ほか）、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１０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 

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） 

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１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 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 ０５４１０１１０４８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市ノ坪第二公園ほか７公園施設改良工事 

施工場所 
港北区太尾町５５番地１５ほか７か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工）、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２０日まで 

予定価格 １２，５４０，０００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 

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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、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。 
（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、株式会社ワイシー・ドキュメント 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５４１０１１０４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
高田西公園ほか７公園施設改良工事 

施工場所 
港北区高田西四丁目２５番地ほか７か所 

工事概要 

基盤整備工、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２０日まで 

予定価格 １１，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 

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１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５４２０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
緑区長津田三丁目地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
緑区長津田三丁目４番１２地先から４番２９地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６３５㎡、路盤工１，６３５㎡、舗装版切断工Ｌ＝５０ｍ、舗装 
版破砕工１，７２０㎡、ＬＯ型側溝工Ｌ＝１９７ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝６５６ｍ、区画線設 
置工Ｌ＝４１ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ２２，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 
１１月１日から平成１７年１０月３１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 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、 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１７ 
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 

関東コピー株式会社、株式会社昭和工業写真社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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  



横浜市報調達公告版 

                                第 53 号 平成 17 年 12 月６日発行 

                                                    

                        54

契約番号 ０５４２０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
緑区霧が丘五丁目地内自転車・歩行者専用道路補修工事 

施工場所 
緑区霧が丘五丁目２４番地先から霧が丘六丁目１番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３６６㎡、表層着色工１，３６６㎡、ハマレンガブロック設置工 
１１２㎡、舗装版直接掘削積込１，４８７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １２，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、旭区内又は緑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 

オリエント株式会社、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５４２０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
緑区鴨居七丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
緑区鴨居七丁目３０番地先ほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，４２４㎡、不陸整正工２１０㎡、安定処理工２１０㎡、路面切削 
工２，０１５㎡、舗装版切断工Ｌ＝１２０ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，０６９ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 １１，２１０，０００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 

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 
区内又は緑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、有限会社サン・アート 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５４４０１１０３９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
茅ケ崎東れんげ公園ほか１７公園施設改良工事 

施工場所 
都筑区茅ケ崎東二丁目６番ほか１７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１５日まで 

予定価格 １３，５１０，０００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 

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 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５４５０１１０４７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
上矢部羽沢第二公園ほか２７公園施設改良工事 

施工場所 
戸塚区上矢部町９７２番地８ほか２７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 １３，１００，０００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 

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 

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、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 

のいずれかにあること。 
（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１  

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 ０５４８０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
瀬谷区目黒町地内道路整備工事 

施工場所 
瀬谷区目黒町２６番地先から３６番地先まで 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１３３ｍ、防護柵設置工Ｌ＝２０５ｍ、塩ビ管布設工（Φ２００㎜、Ｌ＝ 
３４．４ｍ）、アスファルト舗装工５１８㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １６，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 

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１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時５０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５５１０１１０１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中消防署受変電設備更新工事 

施工場所 
中区山吹町２番地の２ 

工事概要 

受変電設備（屋内キュービクル）更新４面 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３０日まで 

予定価格 ２１，７２０，０００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 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る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、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区 
内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５５１０１１０１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
入江町消防出張所空気ボンベ充填施設等増築工事 

施工場所 
神奈川区入江一丁目３１番２８号 

工事概要 

空気ボンベ充填施設増築工（ＲＣ造、延床面積１９㎡）、ホース吊上げ機増築工（Ｓ造、 
高さ１６．５ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２７日まで 

予定価格 １４，４８０，０００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 

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 

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－２９６５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１３１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
三ツ沢小学校外構改修工事 

施工場所 
神奈川区三ツ沢中町４番１７号 

工事概要 

門扉撤去及び設置工一式、防護柵設置工Ｌ＝６７．６ｍ、塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜ 
～２００㎜、Ｌ＝１０．５ｍ）、Ｌ型側溝工Ｌ＝６３．９ｍ、雨水枡築造工２か所、アス 
ファルト舗装工４２０㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １２，９１０，０００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 

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、有限会社サン・アート 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）午前 ９時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－３２６３  

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 ０５７１０１１３１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
小雀小学校ほか１校体育器具倉庫改築工事 

施工場所 
戸塚区小雀町１８４５番地ほか１か所 

工事概要 

体育器具倉庫改築工（小雀小学校及び芹が谷中学校、軽量Ｓ造、延床面積９６㎡）、既存 
体育器具倉庫解体工（小雀小学校及び芹が谷中学校、軽量Ｓ造、延床面積９６㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 １５，２５０，０００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 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ又はＣ】 

登録細目 【建築：鉄骨プレハブ工事】 

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 

 

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、株式会社昭和工業写真社 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５７１０１１３１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑区池辺町道路整備工事 

施工場所 
都筑区池辺町２９７３番１地先 

工事概要 

アスファルト舗装工５４１㎡、路盤工４０４㎡、不陸整正工１３７㎡、舗装版切断工Ｌ＝ 
２３ｍ、舗装版破砕工３４０㎡、ＬＵ型側溝工Ｌ＝２２３ｍ 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 ２０，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２） 
に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は 
雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社リバーストン 
平成１７年１２月 ９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１２月２６日（月）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－３２６３  

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214号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 
次のとおり、「市道浜町矢向線電線共同溝整備工事（１工区その１４）」ほか23件の工事について、一般

競争入札を行う。 
平成17年12月６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12月９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。 

(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 
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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 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 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 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 低の
価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 
６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条及び第

28条の規定よる。 
 
７ 契約金の支払方法 

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

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各
会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支
払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出
来高に応じて行う。 

 
８ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 
(1) ６(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条第1項に定める契約保証金の
額は、契約金額の100分の30以上とする。 

(2) ７(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契
約を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある
場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う
。 

(3) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、当該工事の請負契約の相手方が次のア
又はイに該当するときは、工事ごとに定める技術者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として
施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満たす技術者を、監理技術者とは別に、施工現場に専任
で1名配置しなければならない。この場合、配置する全ての技術者について、配置技術者（変更）届出
書（第６号様式）及び監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成16年２月29日以前に監理技術者資格
者証の交付を受けている者は提出不要。）を提出すること。 
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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。 
 (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 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 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 ０５１２０１１１３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道浜町矢向線電線共同溝整備工事（１工区その１４） 

施工場所 
鶴見区市場富士見町１７番地先から平安町１丁目３９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工４５６㎡、路盤工４５６㎡、舗装版切断工Ｌ＝８４９ｍ、舗装版破砕 
積込４７８㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１５．４ｍ、プレキャストボックス（特殊部）設置工９基 
、軽量鋼矢板設置撤去工Ｌ＝１３６ｍ、管路材設置工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ８２，５３０，０００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 

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 
１１月１日から平成１７年１０月３１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 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、 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１７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０５１２０１１１３０番及び０５ 
１２０１１１３１番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－３５５０  

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 53 号 平成 17 年 12 月６日発行 

                                                    

                        68

契約番号 ０５１２０１１１３０ 

工事件名 
市道浜町矢向線電線共同溝整備工事（１工区その１４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０５１２０１１１３１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０５１２０１１１３０番及び０５１２０１１１３１ 

番の合計金額を契約番号０５１２０１１１３０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）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施 

工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了 
している場合は隣接施工には該当しない。）：市道浜町矢向線電線共同溝整備工事（ 
１工区その１２）及び市道浜町矢向線電線共同溝整備工事（１工区その１３） 

（３）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（４）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（５）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５１２０１１１３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道浜町矢向線電線共同溝整備工事（１工区その１５） 

施工場所 
鶴見区市場富士見町１７番地先から平安町１丁目３９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工９２㎡、路盤工９２㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、軽量鋼矢板設置撤去 
工Ｌ＝６００ｍ、管枕設置工一式、埋設表示シートＬ＝６７３ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５１２０１１１３０番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０５１２０１１１３０番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５１２０１１１３０番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 

本件工事は契約番号０５１２０１１１３０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０５１２０１１１３０番に記載する。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－３５５０  

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 53 号 平成 17 年 12 月６日発行 

                                                    

                        70

 

契約番号 ０５１２０１１１３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道汐入豊岡線電線共同溝整備工事（その１４） 

施工場所 
鶴見区仲通１丁目２番地先から本町通４丁目１７３番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１７６㎡、路盤工１７６㎡、舗装版切断工Ｌ＝３８１ｍ、ボックスカ 
ルバート（特殊部）設置工３基、軽量鋼矢板設置撤去工Ｌ＝５５ｍ、管路材設置工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ３７，９９０，０００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 

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。）。 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５１２０１１１３２番及び０５ 
１２０１１１３３番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－３５５０  

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 ０５１２０１１１３２ 

工事件名 
市道汐入豊岡線電線共同溝整備工事（その１４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０５１２０１１１３３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０５１２０１１１３２番及び０５１２０１１１３３番 

の合計金額を契約番号０５１２０１１１３２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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５１２０１１１３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道汐入豊岡線電線共同溝整備工事（その１５） 

施工場所 
鶴見区仲通１丁目２番地先から本町通４丁目１７３番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２７㎡、路盤工２７㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝８．９ｍ、軽量鋼矢板設 
置撤去工Ｌ＝３００ｍ、管枕設置工一式、埋設表示シート工Ｌ＝３０７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５１２０１１１３２番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０５１２０１１１３２番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５１２０１１１３２番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 

本件工事は契約番号０５１２０１１１３２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０５１２０１１１３２番に記載する。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－３５５０  

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 ０５１２０１１１３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）矢向跨線人道橋連絡区画街路整備工事 

施工場所 
鶴見区江ケ崎町２番１及び矢向三丁目４８番９ 

工事概要 

排水工（ＬＵ型側溝工Ｌ＝１３６ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝４４．３ｍ ほか）、付帯工（地先 
境界ブロック工Ｌ＝２４１．２ｍ、コンクリート疑木柵工Ｌ＝１０６．５ｍ）、アスファ 
ルト舗装工１，０９４㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１６日まで 

予定価格 ３０，８９０，０００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 

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、鶴見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかに 

あること。 
（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１） 設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  
（３）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、株式会社福寿企画 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９  

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 ０５１４０１１０９５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大黒ふ頭荷捌き地整備工事（１７－５） 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭Ｔ５－Ｔ６上屋間 

工事概要 

アスファルト舗装工１４，８５６㎡、路盤工９，２６９㎡、安定処理工６，４７４㎡、嵩 
上げ工１１，７１８㎡、路面切削工４，８３４㎡、舗装版切断工Ｌ＝３９０ｍ、排水工一 
式、区画線設置工Ｌ＝１，７３０ｍ 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 ７２，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、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。 
（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 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０４  

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 ０５２１０１１５６７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
野毛山公園園路等改修工事 

施工場所 
西区老松町６３番１０ 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１６５㎡、樹脂系すべり止め舗装工２，１６５㎡、植栽工（中低 
木植栽工）一式、コンクリート縁石工Ｌ＝１１ｍ、施設改修工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 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 

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 

有限会社新日本プリント、東洋製図工業株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時５０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－２６５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１５６８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鴨居原市民の森整備工事（１） 

施工場所 
緑区鴨居町２５１７番地 

工事概要 

基盤整備工、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 ２４，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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０５２１０１１５６８番及び０５ 
２１０１１５６９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 

有限会社リバーストン、株式会社ワイシー・ドキュメント 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）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 

※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 ０５２１０１１５６８ 

工事件名 
鴨居原市民の森整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０５２１０１１５６９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０５２１０１１５６８番及び０５２１０１１５６９ 

番の合計金額を契約番号０５２１０１１５６８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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５６９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鴨居原市民の森整備工事（２） 

施工場所 
緑区鴨居町２５１７番地 

工事概要 

基盤整備工、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 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

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０５２１０１１５６８番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５２１０１１５６８番に記載する。 

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１２月 ９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１２月２７日（火）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 

本件工事は契約番号０５２１０１１５６８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０５２１０１１５６８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 ０５２１０１１５８５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
玄海田公園草地広場等整備工事（１） 

施工場所 
緑区長津田みなみ台三丁目１番 

工事概要 

整備面積３．０ha；基盤整備工、植栽工（高木植栽工、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２４日まで 

予定価格 ９４，３４０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７年度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 
１１月１日から平成１７年１０月３１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 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、 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１７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０５２１０１１５８５番及び０５ 
２１０１１５８６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、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）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 

※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 ０４５－６７１－４１２６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１５８５ 

工事件名 
玄海田公園草地広場等整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０５２１０１１５８６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０５２１０１１５８５番及び０５２１０１１５８６ 

番の合計金額を契約番号０５２１０１１５８５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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５８６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
玄海田公園草地広場等整備工事（２） 

施工場所 
緑区長津田みなみ台三丁目１番 

工事概要 

整備面積３．０ha；基盤整備工、植栽工（地被植栽工）、設備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

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０５２１０１１５８５番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０５２１０１１５８５番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１５８５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、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）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 

本件工事は契約番号０５２１０１１５８５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０５２１０１１５８５番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－４１２６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１５８７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子第二ポンプ場雨水滞水池揚水施設脱臭設備工事 

施工場所 
磯子区磯子一丁目４番 

工事概要 

活性炭吸着塔製作・据付２基、脱臭ファン製作・据付２台、乾式エアフィルタ製作・据付 
１台 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１５日まで 

予定価格 ４６，２００，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又は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 

 

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１２月 ９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１２月２７日（火）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（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 

（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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１５８８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢水再生センター処理水配管等修理工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目１７番地 

工事概要 

処理水配管等修理工一式、散水ポンプ修理工１台 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３６，２３０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は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 

株式会社昭和工業写真社、有限会社ナガイ 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 ２時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７３－３０９６  

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 ０５２１０１１５９０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度美しが丘西第二雨水調整池改良工事 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目４６番１ 

工事概要 

コンクリート版掘下げ工５１３㎥、コンクリート底版工７７０㎡、転落防止柵設置工Ｌ 
＝６７ｍ、外周フェンス設置工Ｌ＝１３４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２６，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格 
を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者 
を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に 
監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、東洋製図工業株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５２１０１１５９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部処理区日吉本町地区下水道整備工事（その４３） 

施工場所 
港北区日吉本町三丁目４１番１１号地先から日吉本町五丁目４５番２５号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝２２９．７ｍ）、組立人孔築造工（Ｈ＝１．７ｍ、１０ 
か所）、舗装復旧工４５９．４㎡ 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 ２８，２９０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格 
を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者 
を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に 
監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

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１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０４５－６７１－２８４３  

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 ０５２１０１１５９３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区下谷本地区下水道整備工事（その６） 

施工場所 
青葉区下谷本町３６番６地先から３６番２１地先まで 

工事概要 

せせらぎ緑道整備工（Ｌ＝２１３ｍ、Ｗ＝６ｍ：基盤整備工、植栽工、施設整備工、付帯 
工） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２８日まで 

予定価格 ５５，２００，０００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 

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 

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１２月 ９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１２月２７日（火）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 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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

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 ０５２２０１１１０１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南プール・蓬莱荘施設熱源設備設置工事（機械設備工事） 

施工場所 
港南区港南台六丁目２２番３８号 

工事概要 

ボイラー設備設置工２基、換気設備工一式、屋内給排水設備工一式、屋内蒸気配管設備工 
一式、撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ３４，６３０，０００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 

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：ボイラー工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業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、株式会社昭和工業写真社 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 ２時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４３  

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 53 号 平成 17 年 12 月６日発行 

                                                    

                        88

契約番号 ０５２４０１１０１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
桜木町駅周辺地区エスカレーター電気工事 

施工場所 
中区桜木町一丁目地内 

工事概要 

エスカレーター関連電気設備工事一式、地下道照明設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２９，３２０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る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 

株式会社創、有限会社ナガイ 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 都市整備局地域整備課 電話 ０４５－６７１－３６１４  

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 ０５２４０１１０１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
横浜駅周辺地区歩行者系案内標識整備工事（その１） 

施工場所 
西区南幸一丁目１番地先 

工事概要 

大型地図案内板設置工４基、誘導案内板（矢羽根型）設置工３基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３１，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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、塗装工事業、鋼構造工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者又は
監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格 
を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者 
を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に 
監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）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 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 都市整備局都市再生推進課 電話 ０４５－６７１－３５４３  

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 ０５３３０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西区中央一丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
西区中央一丁目２番１号地先から２７番１６号地先までほか２か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，７００㎡、アスファルト舗装工２，８７５㎡、路面切削工 
４，７００㎡、舗装版切断工Ｌ＝５４９ｍ、視覚障害者点字ブロック設置工Ｌ＝３００ｍ 
、Ｌ型側溝補修工Ｌ＝１７０ｍ、区画線設置工Ｌ＝２，６４７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ４８，７８０，０００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 

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 
１１月１日から平成１７年１０月３１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 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、 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１７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１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時５０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 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 ０５４３０１１０５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
美しが丘第七公園ほか１１公園施設改良工事 

施工場所 
青葉区美しが丘四丁目４２番地ほか１１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）、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６０日間 

予定価格 ２４，２００，０００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 

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 

関東コピー株式会社、東洋製図工業株式会社 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４６０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄区庄戸三丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
栄区庄戸三丁目１番地先から１８番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工６，２９４㎡、不陸整正工６，２９４㎡、舗装版切断工Ｌ＝６９ｍ、 
区画線設置工Ｌ＝７３９ｍ、雨水桝蓋枠取替工１３７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 ２９，５４０，０００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 

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 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社ナガイ 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 １時５０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 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 ０５５１０１１０１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
消防訓練センター受変電設備更新工事 

施工場所 
戸塚区深谷町７７７番地  

工事概要 

第１・第２電気室受変電設備（キュービクル）更新一式、第１電気室直流電源装置更新一 
式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３０日まで 

予定価格 ５６，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る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年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者、又は平成１５年 
１１月１日から平成１７年１０月３１日までの間に通知された電気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 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、 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１７年度優良工事請負業者表彰名簿の設備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 

関東コピー株式会社、株式会社創 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 ２時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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 ０５５１０１１０１４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西消防署受変電設備更新工事 

施工場所 
西区戸部本町５０番１１号 

工事概要 

受変電設備（屋内キュービクル）更新４面 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３０日まで 

予定価格 ２５，１２０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る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、神 
奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区 
内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格 
を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者 
を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に 
監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社福寿企画 
平成１７年１２月 ９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１２月２７日（火）午後 ２時１０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳 
書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入 
札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 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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横浜市調達公告第215号   
    一般競争入札の施行中止   

平成17年11月22日発行第50号横浜市報調達公告版における調達公告第208号により公告した次の一般競争
入札については、入札の施行を中止する。     

平成17年12月６日        
契約事務受任者        
横浜市財政局長 小 野 耕 一   

 
１ 工事番号 0521011506   工事件名 （仮称）下末吉中央公園整備工事その１（１）     
 
２ 工事番号 0521011507   工事件名 （仮称）下末吉中央公園整備工事その１（２） 
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交通局調達公告第43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、「横浜駅改良工事（電気設備）」外１件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年12月６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12月９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

参考資料等の内訳書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価格で 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 

交 通 局 
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(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 低制限価格以上の価格をもって入札
を行った者のうち 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 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 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 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 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 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 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 ０５５３０１１０６７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
横浜駅改良工事（電気設備） 

施工場所 
西区南幸一丁目９番Ｂ－２号 

工事概要 

信号機器室新設に伴う電気設備工一式、旅客便所改修に伴う電気設備工一式、第一案内所改修
工事に伴う電気設備工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２８日まで 

予定価格 １５，０００，０００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 

低制限価格 １０，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

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神奈川区
内、西区内、中区内又は保土ヶ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）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）。 

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、有限会社リバーストン 
平成１７年１２月 ９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１８年 １月１３日（金）午後 ２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参考資料等の内訳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 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８５  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２  
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契約番号 ０５５３０１１０６８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
横浜駅改良工事（機械設備） 

施工場所 
西区南幸一丁目９番Ｂ－２号 

工事概要 

パッケージ型空調機設置工３台、スプリンクラー配管工一式、ヘッド取付工一式、和便器交換
工５個、洗面器交換工６個、手洗器交換工１個、その他衛生器具清掃工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２８日まで 

予定価格 １６，０００，０００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 

低制限価格 １１，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

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 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神奈川
区内、西区内又は保土ヶ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）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）。  

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１２月 ９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１８年 １月１３日（金）午後 ２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 

入札にあたっては、当該工事について本市が定めた参考資料等の内訳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 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８１  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７４  

 
 
 
 
 
 
 
 


