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第 19 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】 

△ 1,000 万円以上 2,500 万円未満の一般競争入札の施行（「本牧ふ頭ＢＣ突堤間電気設備工事（その 

１６ ＢＣ－１３照明鉄塔電気設備工ほか）」ほか４件）････････････････････････････････････････２ 

△ 2,500 万円以上の一般競争入札の施行（「都市計画道路横浜鎌倉線（桂町地区）街路整備工事（そ 

の３）」ほか 20 件）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････10 

△特定調達契約に係る落札者の決定･････････････････････････････････････････････････････････････35 

 

【水道局】 

△特定調達契約に係る落札者の決定･････････････････････････････････････････････････････････････36 

 

【交通局】 

△特定調達契約に係る落札者の決定･････････････････････････････････････････････････････････････41 
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横浜市調達公告第 85 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、「本牧ふ頭ＢＣ突堤間電気設備工事（その１６ ＢＣ－１３照明鉄塔電気設備工ほか）」ほ

か４件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年４月26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５月２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。 

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

格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

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

すること。 

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

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

ること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３(8)及び(9)に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

って通知に代えるものとする。 

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

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

た者のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(2) の入札参加資格の確認

を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

札日（(3) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午

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

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

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

(5) (3) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

決定するものとする。 

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

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

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

行った他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28 条の規定よる。 
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７ 契約金の支払方法 

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

の回数に含まない。 

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

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

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

来高に応じて行う。 

８ 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) 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 ０５１４０１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
本牧ふ頭ＢＣ突堤間電気設備工事（その１６ ＢＣ－１３照明鉄塔電気設備工ほか） 

施工場所 
中区本牧ふ頭ＢＣ突堤間 

工事概要 

投光器９４０Ｗ移設２台、投光器撤去１７台、ケーブル布設工６７２ｍ、ケーブル撤去工

７３６ｍ、電力量計盤設置１面ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ８月３１日まで 

予定価格 １１，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 Ｂ 

登録細目 屋外電気設備工事 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 港湾局施設課              電話 ０４５－６７１－７３２０ 

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
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契約番号 ０５３９０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子区磯子一丁目地内道路整備工事 

施工場所 
磯子区磯子一丁目５番地先 

工事概要 

護岸補修工（掘削工３３．７㎥、ブラケット足場設置・撤去工５０．３ｍ、型枠工（アン

カー削孔・打設工２８２本、型枠設置・撤去工７３．５㎡）） 

工期 契約締結の日から平成１７年 ８月３１日まで 

予定価格 １２，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 港湾 

格付等級 　　　‐

登録細目 港湾構造物工事 

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 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

 

工事担当課 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 ０５７１０１１００５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都田西小学校耐震補強その他工事（衛生設備工事） 

施工場所 
都筑区池辺町２４５２番地１ 

工事概要 

鉄骨ブレース１０か所設置、耐震スリット１１か所設置 ほかの建築工事に伴う衛生設備

工事一式 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 １６，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 Ｂ 

登録細目 給排水衛生設備工事 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、緑区内、青葉区内、都筑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 

株式会社創、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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 ０５７１０１１００７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
霧が丘第二小学校増築その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
緑区霧が丘四丁目３番地 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １１，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 　　　‐

登録細目 エレベーター工事 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（併せて、その実績を証明する契約書

及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課       電話 ０４５－６７１－２９７７ 

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

横浜市報調達公告版
 
                                       第19号　　平成17年４月26日発行

8



契約番号 ０５７１０１１０１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
すすき野小学校耐震補強工事 

施工場所 
青葉区すすき野三丁目４番地１ 

工事概要 

鉄骨ブレース４か所設置、耐震スリット１９か所設置、開口閉塞補強１か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 １６，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 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、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、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 

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 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 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。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９７０ 

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

横浜市報調達公告版
 
                                       第19号　　平成17年４月26日発行

9



 

 

横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 17 年４月 26 日発行 

                                                    

                                       

 

横浜市調達公告第86号 

2,500 万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「都市計画道路横浜鎌倉線（桂町地区）街路整備工事（その３）」ほか 20 件の工事について、

一般競争入札を行う。 

平成17年４月26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５月２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。 
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(8) 合併入札の場合には、入札書にすべての工事件名を記載し、金額はすべての工事の合計金額を記載

すること。 

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

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

ること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３(8)及び(9)に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

「落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

って通知に代えるものとする。 

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

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

って入札をした者を新たに落札候補者とし、(2) の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決

定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

札日（(3) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午

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

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

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

(5) (3) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、

当該落札候補者に通知する。 

(6) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(2) の入札参加資格の

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

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

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

なるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とす

る。 

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

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

ならない。上記期限内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(7) に該当するも

のとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

 (9) 前項に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書に記載した各項目の内容に対応したものを提出

すること。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、(7) に該当するものとし当該落札候補者を

落札者としないものとする。 

(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
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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最低の

価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28 条の規定よる。 

７ 契約金の支払方法 

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

の回数に含まない。 

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

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

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 前号の規定にかかわらず、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を契約の相手方とする場合

は、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。 

(4) 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) 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。 

(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。 

(10)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 ０５１２０１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路横浜鎌倉線（桂町地区）街路整備工事（その３） 

施工場所 
栄区鍛冶ヶ谷一丁目５番から３番まで 

工事概要 

掘削工１，５７５．４㎥、横断防止柵設置工３５５ｍ、擁壁工（Ｈ＝０．８ｍ、Ｌ＝６０

ｍ）、アスファルト舗装工１，８２０㎡ 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ６８，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 Ｂ 

登録細目 一般土木工事 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５１２０１１００２番及び０５

１２０１１００３番の工事件名を併記すること。 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 １時４５分 

入札及び開札場所 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）本件工事は契約番号０５１２０１１００３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０５１２０１１００２番及び０５１２０１１００３

  番の合計金額を契約番号０５１２０１１００２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。 

工事担当課 道路局建設課              電話 ０４５－６７１－２７３９ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５１２０１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路横浜鎌倉線（桂町地区）街路整備付帯工事（その３） 

施工場所 
栄区鍛冶ヶ谷一丁目５番から３番まで 

工事概要 

掘削工１，２００ｍ３、小型重力式擁壁工一式 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 　　　 開札後に公表 

最低制限価格        設定なし

登録工種 土木 

格付等級　　 Ｂ 

登録細目 一般土木工事 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５１２０１１００２番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５１２０１１００２番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５１２０１１００２番に記載する。 

 

 

 

 

 

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 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 １時４５分 

入札及び開札場所 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 

本件工事は契約番号０５１２０１１００２番と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５１２０１１００２番に記載する。 

工事担当課 道路局建設課              電話 ０４５－６７１－２７３９ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５１２０１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路本町線再整備工事（その５） 

施工場所 
中区本町１丁目１番地先から本町３丁目２４番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，４２２㎡、透水性平板ブロック設置工１，１３４㎡、路盤工 

１，１９４㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝４４９ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，５７３ｍ、標識撤去・ 

設置工一式、中央分離帯設置工Ｌ＝１４１ｍ、防護柵設置工Ｌ＝３３４ｍ、ツリーサー 

クル設置工４３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 １１４，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 Ａ 

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

４月１日から平成１７年３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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）工事完成検査結果通知書の写し（た

だし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要 

。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 １時４５分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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 ０５１２０１１００５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路本町線再整備工事（その６） 

施工場所 
中区本町１丁目１番地先から本町３丁目２４番地先まで 

工事概要 

安全施設移設工１本、感知器設置工６本、車道共架照明設置工４本、車道照明設置工４本、

歩道共架照明設置工４本、歩道照明設置工４本ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ７４，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 Ａ 

登録細目 屋外電気設備工事及び信号設備工事 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午後 １時４５分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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

横浜市報調達公告版
 
                                     第19号　　平成17年４月26日発行

16



契約番号 ０５１４０１１００１ 

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（連絡線橋梁橋面工） 

施工場所 
神奈川区橋本町２丁目１番地から千若町２丁目１番地先まで 

工事概要 

橋梁用高欄設置工１８３ｍ、橋梁用防護柵設置工１８２ｍ、伸縮継手装置設置工３か所、

アスファルト舗装工２６０３㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ８４，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 Ｂ 

登録細目 一般土木工事 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、港北区内、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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） 

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 １時１５分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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 ０５１４０１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
本牧ふ頭整備工事（その７９一期地区ヤード整備工） 

施工場所 
中区本牧ふ頭ＢＣ突堤間 

工事概要 

アスファルト舗装工１３，８５８㎡、コンクリート舗装工５３１㎡、コンクリート版設 

置工３２２枚、コンクリート版製作工６４枚、コンクリート版撤去工一式、安定処理工 

６，４９８㎡、路床不陸整正工１３，６４０㎡、自由勾配側溝敷設工Ｌ＝２６０ｍ、区 

画線設置工Ｌ＝６，９３５ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月３０日まで 

予定価格 ２００，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 Ａ 

登録細目 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 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）共同企業体協定書兼委任状（特定建

設共同企業体による入札の場合） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）提出書類のうち、（４）共同企業体協定書兼委任状は、入札時に提出すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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

　　　　　　　　　　　札金額と一致させること。  

 

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 ０５１４０１１００３ 

工事件名 
本牧ふ頭整備工事（その７９一期地区ヤード整備工） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

本件工事の入札は混合入札により執行する。 

共同企業体については、下記の要件を満たす技術力結集型共同企業体であること。 

（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である

こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。（２）構成員の数は２者であること。

（３）構成員の組み合わせは、入札参加資格を満たす者による組み合わせであること。（

４）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額の

１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員の出資比率は、当該共同企業体構成

員中最大であること。（５）各構成員の平成１７・１８年度工事請負等入札参加資格審査

申請における登録工種のほ装に係る工事最高請負実績の元請金額の合計が、

１２６，１３８，６００円以上であること。 

 

単体企業については、下記の要件を満たす者であること。 

平成１７・１８年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種のほ装に係る工事

最高請負実績の元請金額が、１２６，１３８，６００円以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５３４０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中区本牧原地内舗装補修工事 

施工場所 
中区本牧原２１番地先から本牧十二天１番１地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１０，２０３㎡、路面切削工１０，２０３㎡、区画線設置工Ｌ＝ 

２，８３９ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年 ８月３１日まで 

予定価格 ３１，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 Ａ 

登録細目 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、中

区内、南区内、港南区内、保土ヶ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉

区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 中区中土木事務所            電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３４０１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中区本牧ふ頭地内舗装補修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭１番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工５，６７６㎡、目地補修工Ｌ＝９４０ｍ、路面切削工３，２４９㎡、

区画線設置工Ｌ＝１，４２７ｍ、道路鋲設置工１０８個 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ３１，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 Ａ 

登録細目 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、中

区内、南区内、港南区内、保土ヶ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉

区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 中区中土木事務所            電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５４３０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路新横浜元石川線青葉区美しが丘二丁目地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
青葉区美しが丘二丁目１９番地先から２２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，００６㎡、アスファルト舗装工（急速施工）９３４㎡、再生瀝青 

安定処理工１，８５０㎡、路盤工１，８５０㎡、区画線設置工Ｌ＝１，４５１ｍ 

工期 契約締結の日から１０５日間 

予定価格 ３９，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 Ａ 

登録細目 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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷

区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資

格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技

術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所          電話 ０４５－９７１－２３００ 

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

横浜市報調達公告版
 
                                     第19号　　平成17年４月26日発行

22



契約番号 ０５７１０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
杉田小学校校庭整備工事 

施工場所 
磯子区杉田一丁目８番１号 

工事概要 

土工（床堀工７７８㎥）、擁壁工（Ｈ＝０．５ｍ～１．４ｍ、Ｌ＝５４ｍ）、排水工（ 

塩ビ管布設工Ｌ＝１２５ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝１７３ｍ）、舗装工一式、学習施設工一式、

運動施設工一式、造園施設工一式、防護施設工（門扉設置工３か所）、散水施設工一式 

ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１１月３０日まで 

予定価格 ７７，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 Ｂ 

登録細目 一般土木工事 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。当該技術者は入札日にお

いて、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過し

ており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

（２）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、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにある

  こと。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社リバーストン、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２５日（水）午後 １時１５分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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 ０５７１０１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
霧が丘第二小学校増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
緑区霧が丘四丁目３番地 

工事概要 

校舎棟（ＲＣ造、地上３階建、延床面積約１，９３０㎡）増築、北側昇降口（Ｓ造、平屋

建、延床面積約８２㎡）増築、職員玄関変電室（Ｓ造、平屋建、延床面積約４７㎡）増築

ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ３７１，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ａ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午後 １時１５分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９６８ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新石川小学校増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
青葉区新石川三丁目１２番地１ 

工事概要 

普通教室増築（６教室・延床面積４９７．１㎡）、エレベーター棟増築（Ｓ造、地上３階

建、延床面積４２．０１㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １５６，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ａ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社福寿企画、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午後 １時１５分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１００６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
霧が丘第二小学校増築その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
緑区霧が丘四丁目３番地 

工事概要 

校舎棟（ＲＣ造、地上３階建、延床面積約１，９３０㎡）増築、北側昇降口（Ｓ造、平屋 

建、延床面積約８２㎡）増築、職員玄関変電室（Ｓ造、平屋建、延床面積約４７㎡）増築 

ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ４４，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 Ａ 

登録細目 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、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷

区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資

格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技

術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社創 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午後 １時４５分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課       電話 ０４５－６７１－２９７７ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１００８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中和田小学校耐震補強その他工事（建築工事） 

施工場所 
泉区和泉町３７２１番地 

工事概要 

鉄骨ブレース３３か所設置、耐震スリット１１３か所設置 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 １１３，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内

のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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 ０５７１０１１００９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
みたけ台小学校耐震補強その他工事（建築工事） 

施工場所 
青葉区みたけ台１８番地 

工事概要 

鉄骨ブレース３０か所設置、耐震スリット１４か所設置 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１１月１５日まで 

予定価格 １０５，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） 

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１０１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
二俣川小学校耐震補強工事 

施工場所 
旭区二俣川１丁目３３番地 

工事概要 

鉄骨ブレース２２か所設置、耐震スリット６８か所設置、柱補強２か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ８７，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、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）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 

関東コピー株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１０１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都田西小学校耐震補強その他工事（建築工事） 

施工場所 
都筑区池辺町２４５２番地１ 

工事概要 

鉄骨ブレース１０か所設置、耐震スリット１１か所設置 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ７３，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） 

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１０１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
駒林小学校耐震補強工事 

施工場所 
港北区日吉本町二丁目５１番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース１９か所設置 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ６４，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、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）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 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１０１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
六浦小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
金沢区六浦三丁目１１番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース１０か所設置、耐震スリット３６か所設置 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ４５，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内

のいずれかにあること。 

提出書類 

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

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資

格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技

術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社福寿企画、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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 ０５７１０１１０１４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
上永谷中学校耐震補強工事 

施工場所 
港南区上永谷四丁目１２番１４号 

工事概要 

鉄骨ブレース７か所設置、耐震スリット５６か所設置 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ３４，０５０，０００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 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、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 

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 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 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 ０５７１０１１０１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
寺尾中学校耐震補強工事 

施工場所 
鶴見区北寺尾三丁目１３番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース７か所設置、耐震スリット２８か所設置、ＲＣ壁補強１か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ２５，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 Ｂ 

登録細目 建築工事 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、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）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、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ５月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ５月２６日（木）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 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 

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

参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課       電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約担当課 財政局契約第一課            電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市調達公告第 87 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 17 年４月 26 日 

                                契約事務受任者 

横浜市衛生局長 岸 本 孝 男 

番 

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者

又は随

意契約

の相手

方を決

定した

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の

相手方

を決定

した手

続 

当該入

札公告

を行っ

た日 

随意契

約の理

由 

１ 横浜市北部斎場

で使用する電力

約 2,561,700 キ

ロワットアワー

の供給 

横浜市衛生局

生活衛生部環

境施設課 

中区港町 1丁

目 1番地 

平成17年

3 月 15日

東京電力株式会社 

東京都千代田区内

幸町 1丁目 1番 3

号 

円

41,742,975

指名競

争入札 

平成17年

1 月 25日

－ 
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水道局調達公告第 21 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 17 年４月 26 日 

                                   横浜市水道事業管理者 

水道局長 金 近 忠 彦 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者

又は随

意契約

の相手

方を決

定した

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の

相手方

を決定

した手

続 

当該入

札公告

を行っ

た日 

随意契

約の理

由 

１ 水道用次亜塩

素酸ナトリウ

ム 約 4,320

トン及び水道

用高純度次亜

塩素酸ナトリ

ウム約 250 ト

ンの購入 

横浜市水道局

管財部契約課 

中区港町１丁

目１番地 

平成17年

３月９日

大和高徳株式会社 

神奈川区台町２丁

目５番地 

円

87,612,000

指名競

争入札 

平成17年

１月25日

－ 

２ 水道用次亜塩

素酸ナトリウ

ム 約 1,950

トン及び水道

用高純度次亜

塩素酸ナトリ

ウム約 200 ト

ンの購入 

同 同 明立産業株式会社 

保土ヶ谷区新桜ヶ

丘二丁目 37 番 10

号 

円

46,305,000

同 同 － 

３ 横浜市水道局

小雀浄水場で

使用する電力 

約 77,091,000

キロワットア

ワーの供給 

同 平成17年

３月23日

イーレックス株式

会社 

東京都中央区日本

橋本石町３丁目３

番１４号 

761,148,213同 平成17年

２月１日

－ 

４ 横浜市水道局

寒川取水事務

所で使用する

電力 約

25,023,000 キ

ロワットアワ

ーの供給 

同 同 東京電力株式会社 

東京都千代田区内

幸町１丁目１番３

号 

251,124,709同 同 － 

水 道 局 
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５ 横浜市水道局

峰配水池で使

用する電力 

約 3,929,600

キロワットア

ワーの供給 

同 同 株式会社エネット 

東京都港区芝公園

一丁目８番 12 号 

47,978,475同 同 － 

６ 横浜市水道局

港南台第２送

水ポンプ場で

使用する電力 

約 3,014,200

キロワットア

ワーの供給 

同 同 東京電力株式会社 

東京都千代田区内

幸町１丁目１番３

号 

43,244,590同 同 － 

７ 横浜市水道局

西谷浄水場で

使用する電力 

約 6,321,048

キロワットア

ワーの供給 

同 同 同 76,748,758同 同 － 

８ 横浜市水道局

鶴見配水池で

使用する電力 

約 2,876,400

キロワットア

ワーの供給 

同 同 同 39,688,843同 同 － 

９ 横浜市水道局

西谷ポンプ場

で使用する電

力 約

2,214,384 キロ

ワットアワー

の供給 

同 同 株式会社ジーティ

ーエフ研究所 

西区みなとみらい

二丁目３番１号 

32,079,671同 同 － 

10 横浜市水道局

鶴ヶ峰浄水場

で使用する電

力 約

2,241,144 キロ

ワットアワー

の供給 

同 同 東京電力株式会社 

東京都千代田区内

幸町１丁目１番３

号 

29,767,059同 同 － 

11 横浜市水道局

川井浄水場で

使用する電力 

約 4,304,460

キロワットア

ワーの供給 

同 同 同 53,532,771同 同 － 

12 横浜市水道局

恩田ポンプ場

で使用する電

力 約

2,333,000 キロ

ワットアワー

の供給 

同 同 株式会社ジーティ

ーエフ研究所 

西区みなとみらい

二丁目３番１号 

33,225,835同 同 － 
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13 口径20ミリメ

ートル水道リ

モートメータ

ー（Ａバータ

ー）8,000 個の

購入 

同 平成17年

３月30日

株式会社金門製作

所神奈川支店 

青葉区あかね台二

丁目３番地の３ 

円

88,200,000

一般競

争入札 

平成17年

２月１日

－ 

14 口径20ミリメ

ートル水道リ

モートメータ

ー（Ａバータ

ー）7,000 個の

購入 

同 同 愛知時計電機株式

会社横浜営業所 

中区尾上町５丁目

77 番地の２ 

73,132,500同 同 － 

15 口径20ミリメ

ートル水道リ

モートメータ

ー（Ａバータ

ー）5,000 個の

購入 

同 同 同 53,550,000同 同 － 

16 口径13ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）12,000 個

の購入 

同 同 神陽商事株式会社 

西区伊勢町３丁目

130 番地 

24,948,000同 同 － 

17 口径13ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）11,000 個

の購入 

同 同 愛知時計電機株式

会社横浜営業所 

中区尾上町５丁目

77 番地の２ 

22,176,000同 同 － 

18 口径13ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）8,000 個及

び（Ｂバータ

ー）2,000 個の

購入 

同 同 株式会社ニッコク

東京支店 

東京都港区六本木

六丁目17番１号 

18,900,000同 同 － 

19 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（新品）

8,000 個の購入 

同 同 神陽商事株式会社 

西区伊勢町３丁目

130 番地 

18,312,000同 同 － 

20 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（新品）

7,000 個の購入 

同 同 同 15,508,500同 同 － 
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21 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）9,000 個及

び（Ｂバータ

ー）16,000 個

の購入 

同 同 同 38,220,000同 同 － 

22 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）8,000 個及

び（Ｂバータ

ー）15,000 個

の購入 

同 同 株式会社ニッコク

東京支店 

東京都港区六本木

六丁目17番１号 

34,597,500同 同 － 

23 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）7,000 個及

び（Ｂバータ

ー）13,000 個

の購入 

同 同 同 30,135,000同 同 － 

24 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）6,000 個及

び（Ｂバータ

ー）12,000 個

の購入 

同 同 愛知時計電機株式

会社横浜営業所 

中区尾上町５丁目

77 番地の２ 

26,649,000同 同 － 

25 水道施設管理

マッピングシ

ステム作業委

託 

同 平成17年

４月１日

国際航業株式会社

神奈川営業所 

中区住吉町６丁目

68 番地の１ 

93,670,941

 

随意契約－ 政府調

達に関

する協

定（平

成７年

条約第23

号）第15

条第１

項

（ｄ） 

26 口径50㎜以下

管路情報シス

テムデータ更

新業務委託 

同 同 株式会社国際マイ

クロフォト研究所 

中区山下町1 2 3番

地の１ 

82,678,837

 

同 － 同 

27 料金事務オン

ラインシステ

ム運用業務

（その１） 

同 同 富士通株式会社神

奈川支社 

西区みなとみらい

二丁目２番１号 

178,948,350

 

同 － 同 
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28 料金事務オン

ラインシステ

ム運用業務

（その２） 

同 同 同 37,800,000

 

同 － 同 

29 ＸＳＰプログ

ラム・プロダ

クト賃借（レ

ンタル） 

同 同 同 41,016,780

 

同 － 同 

30 日本語ライン

プリンタ装置

賃借（レンタ

ル） 

同 同 同 32,797,800

 

同 － 同 
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交通局調達公告第 14 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 17 年 4 月 26 日 

                                横浜市交通事業管理者 

交通局長 魚 谷 憲 治 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の

相手方

を決定

した手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 一般乗合自動

車平成１６年

度第２次購入 

横浜市交通局

総務部財務課 

中区港町一丁

目１番地 

平成17年

２月８日

神奈川いすゞ自動

車株式会社 

保土ヶ谷区権太坂

３－８－16 

円

734,991,600

一 般競

争入札 

平成17年

１月25日

－ 

２ 一般乗合自動

車平成１６年

度第３次購入 

横浜市交通局

総務部財務課 

中区港町一丁

目１番地 

平成17年

２月14日

横浜日野自動車株

式会社 

瀬谷区北町３６番

地３０ 

円

174,121,500

随 意契

約 

－ 政府調達

に関する

協定 (平

成７年条

約 23 号)

第 15 条

第１項 

（ｂ） 
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