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第 22 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（都市計画道路環状２号線羽沢地区街路整備 

工事（５工区その３７）」ほか 29 件）･････････････････････････････････････････････････････････２ 

△2,500 万円以上の一般競争入札の施行（新墓園（仮称メモリアルグリーン）納骨室ほか新築工事） 

ほか 39 件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････35 

△特定調達契約の落札者等の決定･･･････････････････････････････････････････････････････････････79 

△同･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････80 

△同･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････81 

△同･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････82 

 

【水道局】 

△特定調達契約の落札者等の決定･･･････････････････････････････････････････････････････････････84 

 

【交通局】 

△特定調達契約の落札者等の決定･･･････････････････････････････････････････････････････････････85 
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横浜市調達公告第 95 号 

1,000 万円以上 2,500 万円未満の一般競争入札の施行 

次のとおり、「都市計画道路環状２号線羽沢地区街路整備工事（５工区その３７）」ほか 29 件の工事につ

いて、一般競争入札を行う。 

平成17年５月17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 20 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

調 達 公 告  
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金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

るので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 

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

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

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

格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

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

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
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決定するものとする。 

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

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

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

行った他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28 条の規定よる。 

７ 契約金の支払方法 

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

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 ０５１２０１１０１２ 

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２号線羽沢地区街路整備工事（５工区その３７） 

施工場所 
保土ヶ谷区東島町５７６番地先 

工事概要 

目隠し板設置工６４ｍ、足場工（吊足場）２３７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 １０，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

関東コピー株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １０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 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５２１０１１００５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部水再生センター雨水ポンプ施設築造工事（電気設備工事） 

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地 

工事概要 

雨水ポンプ施設築造に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２０，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１６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

５月１日から平成１７年４月３０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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １１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 ０４５－６７１－２９７６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５２１０１１００６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部第二水再生センター送風機室築造工事（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 

ＳＲＣ造、地下１階地上１階建、延床面積１，５１９．２７㎡の建築工事に伴う電気設備

工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １３，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、鶴

見区内、神奈川区内又は西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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １０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 ０４５－６７１－２９７６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５２１０１１００７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園及び新墓園管理事務所新築工事（電気設備工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ほか 

工事概要 

ＲＣ造、平屋建、延床面積２９６．９７㎡の建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １３，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、保

土ヶ谷区内、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 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １１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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５２１０１１００８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部第二水再生センター送風機室築造工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

工事概要 

ＳＲＣ造、地下１階地上１階建、延床面積１，５１９．２７㎡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 ３月１５日まで 

予定価格 １７，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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 

9



横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５２１０１１００９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園及び新墓園管理事務所新築工事（衛生空調設備工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ほか 

工事概要 

ＲＣ造、平屋建、延床面積２９６．９７㎡の建築工事に伴う衛生空調設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １４，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社創 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午後 ２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 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５４３０１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
青葉区あざみ野三丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
青葉区あざみ野三丁目２６番地ほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，０２７㎡、不陸整正工２，３９４㎡、アスファルト再生安定処理

工６３３㎡、区画線設置工Ｌ＝８０３ｍ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １９，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

葉区内、緑区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 ９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 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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
杉田小学校外周道路工事 

施工場所 
磯子区杉田一丁目８番１号 

工事概要 

アスファルト舗装工８２６㎡、透水性アスファルト舗装２２２㎡、路盤工３９１㎡、不陸

整正工１６９㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１２９ｍ、区画線設置工Ｌ＝５４ｍ、植栽工一式 

工期 契約締結の日から平成１７年１１月３０日まで 

予定価格 １６，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

南区内、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 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 ９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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新吉田小学校給食室改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
港北区新吉田東六丁目４４番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積５０㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積２２０㎡） 

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 １月３１日まで 

予定価格 ２３，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、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 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １１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 ０４５－６７１－２９７５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
子安小学校給食室改修工事（電気設備工事） 

施工場所 
神奈川区新子安一丁目２４番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積５０．５５㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積 

３１５．８２㎡）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 １月３１日まで 

予定価格 １９，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、鶴

見区内、神奈川区内又は西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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４１ 

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（電気設備工事） 

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㎡） ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ９，８６７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、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 

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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １１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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北綱島養護学校給食室等整備工事（衛生設備工事） 

施工場所 
港北区綱島西五丁目１４番５４号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積２２３㎡） 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１８年 ３月２４日まで 

予定価格 １９，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西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、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０５３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
東中田小学校耐震補強工事 

施工場所 
泉区中田東四丁目４３番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース６か所設置、耐震スリット４１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 ２３，５２０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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）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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 ９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 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０５５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
富岡東中学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
金沢区並木一丁目６番１号 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積２９３．３㎡、計１１か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１６日まで 

予定価格 ２２，１９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

と。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
あざみ野第二小学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
青葉区あざみ野三丁目２９番地３ 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積２７１．３㎡、計６か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ２０，８９０，０００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 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、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、株式会社創 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０５８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日枝小学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
南区山王町５丁目３１番地 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積２５７．３㎡、計８か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１１月３０日まで 

予定価格 １９，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

と。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 ９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 ０４５－６７１－２９６８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０５９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
阿久和小学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
瀬谷区阿久和南四丁目８番地２ 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積１９７㎡、計８か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 １７，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、中区内、保土ヶ谷区内、旭区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
谷本小学校耐震補強工事 

施工場所 
青葉区藤が丘一丁目５５番地１０ 

工事概要 

鉄骨ブレース３か所設置、耐震スリット７２か所設置 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 １７，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、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 

株式会社創、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 ９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 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
野庭東小学校ほか１校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
港南区野庭町３４６番地２ほか 

工事概要 

野庭東小学校及び藤の木中学校のトイレ改修工事（延床面積５６９．４㎡、計１５か所）

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 １９，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

と。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
深谷中学校ほか１校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
戸塚区深谷町１０７１番地ほか 

工事概要 

深谷中学校及び大正中学校のトイレ改修工事（延床面積５７０．１５㎡、計１２か所）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 １９，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された管に係る工事の横浜市請負工事

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

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

通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者であるこ

と。 

提出書類 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の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 

株式会社創、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午後 ２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 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新羽中学校耐震補強工事 

施工場所 
港北区新羽町１４３４番地４ 

工事概要 

鉄骨ブレース２か所設置、柱補強２か所、耐震スリット２３か所設置 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 １６，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、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 

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午前 ９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 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
名瀬中学校ほか１校トイレ改修その他工事（衛生設備工事） 

施工場所 
戸塚区名瀬町７９１番地６ほか 

工事概要 

名瀬中学校及び泉が丘中学校のトイレ改修工事（延床面積５９７．７㎡、計１３か所）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 １７，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西本郷中学校ほか１校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
栄区小菅ヶ谷一丁目２９番１号ほか 

工事概要 

西本郷中学校及び西富岡小学校のトイレ改修工事（延床面積３４４㎡、計１０か所）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 １７，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社創 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西柴中学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
金沢区西柴一丁目２３番１号 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積３６８．７３㎡、計９か所）、更衣室改修工事（延床面積 

４２．７７㎡、１か所）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 １６，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

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

。 

（２）平成１６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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
汲沢中学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
戸塚区汲沢町５５０番地２ 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積３９１．４４㎡、計１１か所）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１１月３０日まで 

予定価格 １５，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午後 ２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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
富岡東中学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
金沢区並木一丁目６番１号 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積２９３．３㎡、計１１か所）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１８年 １月１６日まで 

予定価格 １２，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

 

設計図書の購入先・申込期限 

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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０６９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
あざみ野第二小学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
青葉区あざみ野三丁目２９番地３ 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積２７１．３㎡、計６か所）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 １２，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

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 

有限会社サン・アート、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０７０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日枝小学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
南区山王町５丁目３１番地 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積２５７．３㎡、計８か所）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１１月３０日まで 

予定価格 １１，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業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、南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）（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、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８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 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
阿久和小学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
瀬谷区阿久和南四丁目８番地２ 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積１９７㎡、計８か所）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 ９，９８１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

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 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午後 ３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 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１０７２ 

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（昇降機設備工事） 

施工場所 
青葉区新石川三丁目１２番地１ 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量７５０kg、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 ３月１５日まで 

予定価格 １０，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ８日（水）午後 ３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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横浜市調達公告第 96 号 

2,500 万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「新墓園（仮称メモリアルグリーン）納骨室ほか新築工事」ほか 39 件の工事について、一

般競争入札を行う。 

平成17年５月17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 20 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

35



 

 

横浜市報調達公告版 

                                第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

                                                    

                                       

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 

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
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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

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
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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 ０５０６０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新墓園（仮称メモリアルグリーン）納骨室ほか新築工事 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ほか 

工事概要 

ＲＣ造、地下１階地上１階建、延床面積３８８．３７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ５０，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した、地下階を有するＲＣ造又はＳＲＣ造の建築物を建築し

た工事の元請としての施工実績を有する者であること。 

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。）。（５）施工実績調書（工

事内容欄に建築物の名称、ＲＣ造又はＳＲＣ造の別及び根切りの深さを記入し、併せて、

その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 １０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 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 ０４５－６７１－２９６７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１２０１１０１３ 

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２号線羽沢地区街路整備工事（５工区その３８） 

施工場所 
保土ヶ谷区東川島町２５番地ほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，７２１㎡、ダスト舗装工１，２６０㎡、路盤工２，７２１m2、 

区画線設置工Ｌ＝６００ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝８５ｍ、舗装止設置工（Ｈ＝５０ｃｍ、

Ｌ＝１３６ｍ）、地先境界ブロック設置工Ｌ＝１０４ｍ、車止ポスト設置工５１本 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 ４４，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、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 

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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 ９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 ０４５－６７１－２２８２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園及び新墓園管理事務所新築工事（建築工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ほか 

工事概要 

ＲＣ造、平屋建、延床面積２９６．９７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ６４，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された建築に係る工事の横浜市請負工

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

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

の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者である

こと。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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建築部門に登載されている者は提出不

要。） 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 １０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 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 ０４５－６７１－２９６７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

41



横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５２１０１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度阿久和川改修工事 

施工場所 
戸塚区上矢部町１２４２番地先から泉区岡津町２０９４番地先まで 

工事概要 

護岸工（掘削工３，４１１㎥、ふとんかご工５５９ｍ、土のう積工６，７１０袋）、転落

防止柵撤去・設置工（Ｈ＝１．１ｍ、Ｌ＝９９５ｍ）、アスファルト舗装工２０㎡ 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ４７，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、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）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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 ９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 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１０１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部水再生センター雨水ポンプ施設築造工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地 

工事概要 

雨水ポンプ施設築造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 ３月１５日まで 

予定価格 ７５，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事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設備部門に登載されている者、又は平成１５年

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された管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 

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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午後 ２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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５３２０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道菅田第２８６号線（菅田地区その２）神奈川区菅田町地内道路改良工事（その２） 

施工場所 
神奈川区菅田町２３９７番地先から２４７１番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，４９６㎡、インターロッキングブロック設置工６１２㎡、路盤 

工１，９０６㎡、路面切削工６３５㎡、ＬＯ型側溝工１３３ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝９６ｍ、

区画線設置工Ｌ＝９９６ｍ、車止めポスト設置工４７本、地先境界ブロック設置工Ｌ＝ 

１０２ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ４１，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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、オリエント株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 ９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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５４７０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
県道瀬谷柏尾線泉区新橋町地内道路改良工事（その２） 

施工場所 
泉区新橋町１２５６番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工２，０３５㎡、アスファルト舗装工（急速施工）６８７㎡、路盤工 

９４６㎡、ＬＯ型側溝工Ｌ＝２０７ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝３５ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝２７．４

ｍ、区画線設置工Ｌ＝４１１ｍ、法面工（繊維ネット工）２４９㎡、地先境界ブロック布

設工２３２ｍ、擁壁工一式、階段設置工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ６５，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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）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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 ９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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８０１－３１３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
あざみ野第一小学校給食室改修その他工事（建築工事） 

施工場所 
青葉区あざみ野四丁目６番地１ 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積１０１．６㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積   

２７９．８８㎡）、耐震改修工（鉄骨ブレース９か所設置、耐震スリット２３か所   

設置） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １２１，５００，０００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 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

 

 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
東高等学校耐震補強その他工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区馬場三丁目５番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース３７か所設置、ＲＣ壁補強２か所、耐震スリット３０か所設置 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月３０日まで 

予定価格 １１５，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

 

 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社創 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北綱島養護学校給食室等整備工事（建築工事） 

施工場所 
港北区綱島西五丁目１４番５４号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、３階建、延床面積２２３㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ８４，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された建築に係る工事の横浜市請負工

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

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

の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者である

こと。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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建築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 

株式会社昭和工業写真社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新吉田小学校給食室改修その他工事（建築工事） 

施工場所 
港北区新吉田東六丁目４４番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積５０㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積２２０㎡） 

ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ８３，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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 

有限会社サン・アート、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
病弱養護学校本校機能整備工事（建築工事） 

施工場所 
南区浦舟町３丁目４６番地 

工事概要 

ＳＲＣ造、１２階建の１１階部分の改修（改修面積１，２５１㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ８０，１６０，０００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 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された建築に係る工事の横浜市請負工

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

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

の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者である

こと。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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建築部門に登載されている者は提出不

要。） 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 １０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  該当しない 

注意事項 

（１）本件工事は、現場説明書において統括安全衛生責任者の配置について定めがあるの

  で留意すること。 

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

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

  札金額と一致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
飯島小学校給食室改修工事（建築工事） 

施工場所 
栄区飯島町７７１番地２ 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積７６．８６㎡）、給食室改修工（ＲＣ（一部Ｓ）造、延床

面積２５８．４３㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ８０，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

  が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、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１６年度災害協力業者名簿に登載されていること。 

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 

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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 ９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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
子安小学校給食室改修工事（建築工事） 

施工場所 
神奈川区新子安一丁目２４番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積５０．５５㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積   

３１５．８２㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ６４，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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 

有限会社サン・アート、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
上飯田中学校耐震補強工事 

施工場所 
泉区上飯田町２２５４番地 

工事概要 

鉄骨ブレース１２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 ６１，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 ９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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
藤が丘小学校耐震補強工事 

施工場所 
青葉区藤が丘二丁目３０番地３ 

工事概要 

鉄骨ブレース１８か所設置、耐震スリット４か所設置 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月３０日まで 

予定価格 ５９，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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、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。 

（２）平成１６年度災害協力業者名簿に登載されていること。 

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 

株式会社アイ・テック、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午後 ３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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
病弱養護学校本校機能整備工事（電気設備工事） 

施工場所 
南区浦舟町３丁目４６番地 

工事概要 

ＳＲＣ造、１２階建の１１階部分の改修（改修面積１２５１㎡） 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 １月３１日まで 

予定価格 ４１，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る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、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
綱島東小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
港北区綱島東三丁目１番３０号 

工事概要 

鉄骨ブレース１２か所設置、ＲＣ壁補強４か所、耐震スリット７２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 ５２，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午後 ２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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
飯島小学校給食室改修工事（電気設備工事） 

施工場所 
栄区飯島町７７１番地２ 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積７６．８６㎡）、給食室改修工（ＲＣ（一部Ｓ）造、延床

面積２５８．４３㎡）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 １月３１日まで 

予定価格 ２４，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、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 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）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 ０４５－６７１－２９７５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新羽小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
港北区新羽町１４５２番地２ 

工事概要 

鉄骨ブレース１４か所設置、耐震スリット３７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 ４９，１００，０００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 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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 

東洋製図工業株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午後 ２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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
もえぎ野小学校耐震補強工事 

施工場所 
青葉区もえぎ野１６番地 

工事概要 

鉄骨ブレース１３か所設置、耐震スリット８０か所設置 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ４９，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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、株式会社創 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午後 ３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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西本郷小学校耐震補強工事 

施工場所 
栄区小菅ヶ谷二丁目２２番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース１０か所設置、柱補強３か所、耐震スリット２か所設置 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ４０，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

亜細亜工業写真株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 ９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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中川中学校耐震補強その他工事 

施工場所 
都筑区大棚町２４０番地 

工事概要 

鉄骨ブレース７か所設置、耐震スリット５５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 ４０，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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 

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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午後 ３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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
並木第二小学校ほか１校耐震補強工事 

施工場所 
金沢区並木一丁目２５番１号ほか１か所 

工事概要 

鉄骨ブレース８か所設置、耐震スリット４２か所設置 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

オリエント株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９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 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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
深谷中学校ほか１校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
戸塚区深谷町１０７１番地ほか 

工事概要 

深谷中学校及び大正中学校のトイレ改修工事（延床面積５７０．１５㎡、計１２か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ３７，７３０，０００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 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

株式会社アイ・テック、有限会社サン・アート 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
名瀬中学校ほか１校トイレ改修その他工事（建築工事） 

施工場所 
戸塚区名瀬町７９１番地６ほか 

工事概要 

名瀬中学校及び泉が丘中学校のトイレ改修工事（延床面積５９７．７㎡、計１３か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ３５，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

有限会社サン・アート、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 １０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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０３９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
野庭東小学校ほか１校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
港南区野庭町３４６番地２ほか 

工事概要 

野庭東小学校及び藤の木中学校のトイレ改修工事（延床面積５６９．４㎡、計１５か所）

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ３５，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 １１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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西柴中学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
金沢区西柴一丁目２３番１号 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積３６８．７３㎡、計９か所）、更衣室改修工事（延床面積  

４２．７７㎡、１か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ３０，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

オリエント株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
今井小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
保土ヶ谷区今井町９８１番地１ 

工事概要 

鉄骨ブレース４か所設置、耐震スリット４０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 ２９，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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 

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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９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 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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
汲沢中学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
戸塚区汲沢町５５０番地２ 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積３９１．４４㎡、計１１か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１１月３０日まで 

予定価格 ２７，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

有限会社ナガイ、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 １１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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
病弱養護学校本校機能整備工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 
南区浦舟町３丁目４６番地 

工事概要 

ＳＲＣ造、１２階建の１１階部分の改修（改修面積１２５１㎡） ほかの建築工事に伴う

空調衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ６１，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）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 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
茅ヶ崎中学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
都筑区茅ヶ崎南一丁目１０番１号 

工事概要 

トイレ改修工事（延床面積２８０㎡、計９か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ２７，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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 

株式会社アイ・テック、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午後 ３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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
東汲沢小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
戸塚区汲沢一丁目１６番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース３か所設置、耐震スリット１２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 ２６，０５０，０００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 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

ＪＦＥネット株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 １１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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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
高等養護学校空調設備更新整備工事（空調設備その他工事） 

施工場所 
港南区日野中央二丁目２５番３号 

工事概要 

既設空調機器設備撤去及び新規空調機器設備設置（Ａ棟１階から３階及びＢ棟４階生活学

習室） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月２０日まで 

予定価格 ４５，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者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 

オリエント株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）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 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西本郷中学校ほか１校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 
栄区小菅ヶ谷一丁目２９番１号ほか 

工事概要 

西本郷中学校及び西富岡小学校のトイレ改修工事（延床面積３４４㎡、計１０か所） 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 ２４，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

株式会社創、有限会社リバーストン 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午前 ９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 

73



横浜市報調達公告版 

第 22 号 平成 17 年５月 17 日発行 

契約番号 ０５７１０１１０５０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢小学校耐震補強工事 

施工場所 
金沢区町屋町２６番２６号 

工事概要 

鉄骨ブレース６か所設置、耐震スリット５５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 ２４，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

ＪＦＥネット株式会社、株式会社創 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９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 ０５７１０１１０５１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日野南中学校ほか１校耐震補強工事 

施工場所 
港南区港南台四丁目３７番１号ほか 

工事概要 

鉄骨ブレース３か所設置、柱補強１か所、耐震スリット３３か所設置 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ２４，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

い。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月 ９日（木）午前 １１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 ０５７１０１１０５２ 

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（衛生設備工事） 

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衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ３３，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者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、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 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）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 ０５７１０１１０５４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
飯島小学校給食室改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
栄区飯島町７７１番地２ 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積７６．８６㎡）、給食室改修工（ＲＣ（一部Ｓ）造、延床

面積２５８．４３㎡）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１８年 １月３１日まで 

予定価格 ２５，４５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者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 

ＪＦＥネット株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ５月２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）午後 ２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 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１０５７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
子安小学校給食室改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
神奈川区新子安一丁目２４番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積５０．５５㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積 

３１５．８２㎡）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１８年 １月３１日まで 

予定価格 ２４，０００，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者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、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 

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２０日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ６月１０日（金）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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横浜市調達公告第 97 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５月 17 日 

                                契約事務受任者 

横浜市総務局長 大 谷 幸二郎 

 

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 連携基盤シス

テム運用保守

業務委託 一

式 

横浜市総務局

ＩＴ活用推進

部ＩＴ活用推

進課 

中区港町１丁

目１番地 

平成17年 

４月 1日 

日立ソフトウェ

アエンジニアリ

ング株式会社 

東京都品川区東

品川四丁目１２

番７号 

円

33,147,765

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） 

２ 基幹システム

運用管理業務

委託（上半期

分） 一式 

横浜市総務局

ＩＴ活用推進

部システム管

理課 港北区

新横浜三丁目

18 番地の 16 

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

131,294,352

同 

－ 

同 

３ 基幹システム

に関するソフ

トウェア保守

（プログラム

変更等）業務

委託（上半期

分） 一式 

同 同 同 

113,073,240

同 

－ 

同 

４ 新税務システ

ム （ 課 税 部

門）及び市税

収納・滞納整

理支援システ

ム端末機器保

守業務委託 

一式 

 

同 同 同 

42,233,058

同 

－ 

同 
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５ 汎用電子計算

機及び周辺装

置操作業務委

託 一式 

同 同 株式会社富士通

ワ イ エ フ シ ー

神奈川区青木町

４番地の６ 

54,031,442同 

－ 

同 

６ 平成17年度土

木工事積算シ

ステム運用管

理 業 務 委 託

一式 

横浜市総務局

公共事業調査

部公共事業調

査課 

中区港町一丁

目１番地 

同 株式会社日立情

報システムズ横

浜支店 西区高

島二丁目６番３

２号 

99,267,000同 

－ 

同 

 

 

横浜市調達公告第 98 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５月 17 日 

                                契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

 

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 横浜市庁舎床面

清掃委託 一式

財政局契約部

契約第二課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 17年

３月 25 日

株式会社清光社

中区山下町１番

地 

円

20,160,000

指名競争

入札 

平成 17 年

１月 25 日

－ 

２ 高反応性消石灰

約 1,286,498 キ

グラムの購 

入 

同 平成 17 年

３月８日 

稲垣薬品興業株

式会社 

中区野毛町１丁

目 17 番地 

40,511,178

随意契約同 政府調達

関する協

（平成７

条約第23

号）第15条

第１項

（ａ） 

３ 飛灰処理用重

金属固定剤 

約 103,119 キ

ログラムの購

入 

同 同 協栄産業株式会

社神奈川支店 

川崎区麻生区王

禅寺東２丁目 33

番８号 

14,833,668

指名競争

入札 

同 － 
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４ 排ガス処理用ダ

イオキシン生

成抑制剤  

約 239,048 キ

ログラムの購

入 

同 同 株式会社三凌商

事横浜支社 

瀬谷区北町 42 番

地７ 

40,862,864

同 同 － 

５ 高反応性消石

灰 約 765,145

キログラムの

購入 

同 同 エスケー化学株

式会社 

栄区笠間二丁目

22 番 29 号 

24,094,032

随意契約同 政府調

達に関

する協

定第15条

第１項

（ａ） 

６ 飛灰処理用重金

属固定剤 

約 130,274 キロ

グラムの購入 

同 同 月島テクノメン

テサービス株式

会社横浜営業所

中区尾上町４丁

目 47 番地 

19,834,216

指名競争

入札 

同 － 

７ 高反応性消石灰

約 1,225,000 キ

ログラムの購入

同 同 日進商事株式会

社 

金沢区富岡東二

丁目１番 16 号 

38,574,637

随意契約同 政府調

達に関

する協

定第15条

第１項

（ａ） 

８ 飛灰処理用重金

属固定剤 約

200,500 キログ

ラムの購入 

同 同 日之出産業株式

会社 

青葉区田奈町 17

番地１ 

29,262,975

指名競争

入札 

同 － 

９ 横浜市中央卸

売市場本場内

清掃委託 一

式 

同 平成 17 年

３月 14 日

有限会社立花商

会 

神奈川区栄町 15

番７ 

37,670,724

同 同 － 

10 かせいソーダ

（48%）溶液 

約 970 トンの

購入 

同 平成 17 年

３月８日 

稲垣薬品興業株

式会社 

中区野毛町１丁

目 17 番地 

12,731,250

同 同 － 

 

 

 

横浜市調達公告第 99 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５月 17 日 

                              契約事務受任者 

横浜市環境創造局長 橋 本   繁 
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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 横浜市下水道

局神奈川下水

処理場保土ヶ

谷ポンプ場で

使用する電力

約 

2,220,000 キロ

ワットアワー

の供給 

横浜市環境創

造局総務部経

理課 

中区港町１丁

目１番地 

平成17年

３月９日

株式会社エネット 

東京都港区芝公園

１丁目８番 12 号 

円

37,992,570

指 名 競

争入札 

平成17年

１月25日

－ 

２ 横浜市下水道

局金沢下水処

理場金沢ポン

プ場で使用す

る電力約 

2,500,000 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 

38,159,803同 同 － 

３ 横浜市下水道

局北部第二下

水処理場・北

部汚泥処理セ

ンター・環境

事業局鶴見工

場で使用する

電力約 

1,400,000 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

１丁目８番 12 号 

53,001,217同 同 － 

 

 

横浜市調達公告第 100 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５月 17 日 

                      契約事務受任者 

                                                               横浜市収入役室長 富 永  修 
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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 受入済通知書

等による収納

データ作成委

託 一式 

横浜市収入役

室審査課 

中区港町１丁

目１番地 

平成17年

4 月 1日

 

 

 

 

株式会社富士通ワ

イエフシー 

神奈川区青木町４

番地の６ 

円

139,619,581

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） 
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水道局調達公告第 24 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５月 17 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 平成17年度土

木工事積算シ

ステム運用管

理 業 務 委 託

一式 

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

４月１日

株式会社日立情報

システムズ横浜支

店 

西区高島二丁目６

番 32 号 

円

10,521,000

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） 
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交通局調達公告第16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５月 17 日 

                                横浜市交通事業管理者 

交通局長 魚 谷 憲 治 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 人事給与シス

テム開発委託

一式 

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

４月１日

富士通株式会社 

西区みなとみらい

二丁目２番１号 

円

200,908,050

指名競争

入札 

平成16年

８月24日

－ 

２ 平 成 17 年 度

バス用タイヤ

整備Ａブロッ

ク 

同 同 東光タイヤ工業株

式会社 

東京都北区堀船２

丁目３番13号 

円

15,136,905

同 平成17年

２月８日

－ 

３ 平 成 17 年 度

バス用タイヤ

整備Ｂブロッ

ク 

同 同 弘進バンダグ株式

会社 

緑区東本郷四丁目

13番１号４０３ 

円

18,936,655

同 同 

－ 

４ 平 成 17 年 度

バス用タイヤ

整備Ｃブロッ

ク 

同 同 ブリヂストンタイ

ヤ神奈川販売株式

会社 

神奈川区入江一丁

目32番14号 

円

16,128,000

同 同 

－ 

５ 平 成 17 年 度

バス用タイヤ

整備Ｄブロッ

ク 

同 同 東光タイヤ工業株

式会社 

東京都北区堀船２

丁目３番13号 

円

14,519,400

同 同 

－ 

６ 平 成 17 年 度

バス用タイヤ

整備Ｅブロッ

ク 

同 同 株式会社輿水タイ

ヤ商会 

川崎市川崎区元木

１丁目１番１号 

円

16,275,000

同 同 

－ 

交 通 局 
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７ 軽油第１ブロ

ック（４月～

６月分）その

２ 

同 同 株式会社関東宇佐

美 

東京都大田区平和

島５丁目９番２号 

円

99,330,480

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

（ｃ） 

８ 軽油第２ブロ

ック（４月～

６月分）その

２ 

同 同 日本石油販売株式

会社 

東京都中央区新川

２丁目１番７号 

131,954,355

同 － 同 

９ 軽油第３ブロ

ッ ク （ ４ 月

分） 

同 同 日本石油販売株式

会社 

東京都中央区新川

２丁目１番７号 

40,619,460

同 － 同 
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