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第 24 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

 

【調達公告】 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市環境創造局栄第二水再生センターで使用する 

電力 約12,024,000キロワットアワーの供給）････････････････････････････････････････････････２ 

△1,000万円以上2,500万円未満の一般競争入札の施行（岡村小学校ほか１校放課後キッズクラブ 

事業整備工事（建築工事）」ほか11件）･･･････････････････････････････････････････････････････４ 

△2,500万円以上の一般競争入札の施行（山下ふ頭３、４号上屋電気設備増設工事 ほか22件）･･･････19 

△特定調達契約に係る一般競争入札の施行の一部改正（横浜市立科学技術高等学校（仮称）整備 

事業）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････47 

 

【水道局】 

△予定価格 2,500 万円以上の一般競争入札の施行（川水管橋耐震補強工事 ほか計 24 件）･･･････････48 

△予定価格 1,000 万円以上 2,500 万円未満の一般競争入札の施行（矢指配水池ポンプ場鋼管製作 

及び現場溶接工事（その１）」の１件）･･･････････････････････････････････････････････････････99 

 

【交通局】 

△特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････104 
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横浜市調達公告第 109 号 

特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

 次のとおり指名競争入札を行う。 

    平成 17 年 5 月 31 日 

 

契約事務受任者 

横浜市助役 本 多 常 髙 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市環境創造局栄第二水再生センターで使用する電力 約 12,024,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成 17 年 8 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで 

 (4) 納入場所 

栄区長沼町 82 番地 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければな

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項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力」に登録が認められている

者であること。 

(3) 平成 17 年 6 月 9 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

 

(4) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を

得ているもの又は同法第１６条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行って

いる者であること。 

(5) 当該物品又はこれと同等の物品に係る供給実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に係る指名を希望する者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。   

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 17 年 6 月 9 日（ただし、実績調書等は平成 17 年 6 月 16 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局環境施設部水再生施設管理課（関内中央ビル 7 階） 

武井 電話 045(671)3969（直通） 

調 達 公 告  



 

 

横浜市報調達公告版 

                                第 24 号 平成 17 年５月 31 日発行 

                                                    

                                       3

４ 入札参加資格の喪失 

指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することがで

きない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

平成 17 年 5 月 31 日から平成 17 年 6 月 23 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 

〒244-0841 栄区長沼町 82 番地 

横浜市環境創造局環境施設部栄第二水再生センター 

電話 045(861)3011（直通） 

(3) 交付方法 

有償（500 円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 17 年 7 月 12 日午後２時 関内中央ビル３階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年 7 月 11 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  
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Provision of approx. 12,024,000kWh of electricity consumed by Yokohama City Sakae Daini 

Wastewater Treatment Plant 

(2) Date of tender: 2:00p.m, 12 July 2005 

(3) Contact point for the notice: Division, Environment Planning Bureau，City of Yokohama, 

1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3969 

 

 

横浜市調達公告第 110 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、「岡村小学校ほか１校放課後キッズクラブ事業整備工事（建築工事）」ほか 11 件の工事について、

一般競争入札を行う。 

平成17年５月31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６月３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
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ること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。

なお、当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求める場合があるので、入札後も落札決定までの期間

は各自保管するものとする。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した

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

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

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

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

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

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

格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

(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、
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当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

決定するものとする。 

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

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

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

行った他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28 条の規定よる。 

７ 契約金の支払方法 

(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 ０５０５１１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
岡村小学校ほか１校放課後キッズクラブ事業整備工事（建築工事） 

施工場所 
磯子区岡村四丁目７番１号ほか１か所 

工事概要 

教室改修工（岡村小学校及び桜井小学校、延床面積２５５㎡、計２教室及びピロティー） 

工期 契約締結の日から平成１７年 ８月３１日まで 

予定価格 １３，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

株式会社昭和工業写真社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１４０１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大黒ふ頭荷捌き地整備工事（１７－２） 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭内 

工事概要 

基礎及び地中梁エアモルタル注入４５０㎥ 

工期 契約締結の日から４５日間 

予定価格 １３，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内又は神奈川区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社リバーストン 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１４０１１００５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大黒ふ頭Ｔ－３・４荷捌き地照明柱ほか改修工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭内 

工事概要 

照明工（建柱３本、投光器１６灯、配線一式）、幹線管路埋設工（ハンドホール５基、配

管・配線一式）、電灯幹線等引込工（ポール３本、配管・配線一式） 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 １１，８９０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した、建柱車を用いた電気設備工事（照明塔、道路照明設置

工事等）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 

有限会社新日本プリント、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１４０１１００６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
みなとみらい２１中央地区・物揚場背後地整備工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目 

工事概要 

アスファルト舗装工５，５８０㎡、路盤工５，５８０㎡、掘削工１，０７１㎥、敷均し工１，

０７１㎥ 

工期 契約締結の日から平成１７年 ７月２９日まで 

予定価格 ２３，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内又は中区内のいずれかにあること。 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、オリエント株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１４０１１００８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
防舷材補修工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭１７番地から２０番地までほか１か所 

工事概要 

防舷材撤去・取付工１６基、埋込栓撤去・取付工９６組、撤去防舷材処分工一式 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 １９，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社創 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 港湾局南部管理課 電話 ０４５－６７１－０８２１  

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 ０５２３０１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
勝田住宅第３期住戸改善その他工事（１０号棟スロープ工事） 

施工場所 
都筑区勝田町２６６番地１ほか 

工事概要 

スロープ設置工（ブロック積擁壁工１８８㎡、基礎型枠工８１㎡、アスファルト舗装工 １

０４㎡）、排水工（Φ２５０㎜塩ビ管布設工１２ｍ、人孔築造工２か所、雨水桝工１か所）

ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月１１日まで 

予定価格 １８，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 まちづくり調整局住宅整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３２０１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道生麦第１８８号線神奈川区新子安一丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区新子安一丁目２３番から子安台一丁目３番まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，５５９㎡、アスファルト舗装工１，３９１㎡、半たわみ性舗装工８

４㎡、樹脂系滑止舗装工８１㎡、道路打換工２２５㎡、舗装切断工Ｌ＝２１１ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝

５５ｍ、区画線工Ｌ＝１，６９６ｍ、人孔調整工１０か所、防止柵工Ｌ＝６２．７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月３０日まで 

予定価格 １８，９００，０００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、神

奈川区内、西区内又は保土ヶ谷区内のいずれかにあること。 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（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、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３８０１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区東希望が丘地内ほか３か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区東希望が丘１１番地から９５番地までほか３か所 

工事概要 

アスファルト舗装工４，５７５㎡、路面切削工４，６０１㎡、区画線設置工Ｌ＝２，０２１ｍ、人孔調

整工９か所 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月 ７日まで 

予定価格 １９，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内又は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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４００１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢区能見台一丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
金沢区能見台一丁目１５番地から３９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５，５００㎡、不陸整正工５，５００㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１００ｍ、人

孔調整工８７箇所 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ２１，６２０，０００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 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、磯

子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４  

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 ０５７１０１１０７９ 

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（電気設備工事） 

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、３階建、延床面積２２３㎡） 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２４日まで 

予定価格 １７，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

有限会社サン・アート、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１１０３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢中学校室内環境整備工事 

施工場所 
金沢区釜利谷東一丁目１番１号 

工事概要 

音楽室改修工（延床面積１２６㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月３０日まで 

予定価格 １２，６７０，０００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：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、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 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 ０５７１０１１１０４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
二谷小学校ほか１校焼窯庫設置工事 

施工場所 
神奈川区平川町１１番地の１ほか 

工事概要 

焼窯庫設置工（二谷小学校及び山田小学校、壁式ＲＣ造、平屋建、延床面積１９．７２㎡）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 １０，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 

有限会社リバーストン、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第 111 号 

2,500 万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「山下ふ頭３、４号上屋電気設備増設工事」ほか 22 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年５月31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６月３日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において入札書を提出すること。また、郵便による入札は

認めない。 

(3) 入札書は、設計図書の販売とあわせて交付する所定の用紙を用いること。 

(4) 入札にあたっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた

設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させ

ること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。

なお、当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求める場合があるので、入札後も落札決定までの期間

は各自保管するものとする。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した

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

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

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

る。 
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(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

い。 
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 (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 ０５０４２１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
山下ふ頭３、４号上屋電気設備増設工事 

施工場所 
中区山下ふ頭内 

工事概要 

幹線設備工一式、庫内照明設備工一式、通信設備工一式 

工期 契約締結の日から平成１７年 ８月３１日まで 

予定価格 ５５，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

関東コピー株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時２０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 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５０５１１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
寺尾小学校ほか１校放課後キッズクラブ事業整備工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区東寺尾五丁目１９番１号ほか１か所 

工事概要 

教室改修工（寺尾小学校及び大口台小学校、延床面積５２６．３㎡、計７教室） 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 ２９，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

株式会社昭和工業写真社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ２時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５０５１１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
藤塚小学校放課後キッズクラブ事業整備工事（建築工事） 

施工場所 
保土ヶ谷区新桜ヶ丘一丁目２２番１号 

工事概要 

教室改修工（延床面積２５６㎡、計３教室） 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 ２７，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

関東コピー株式会社、株式会社創 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 



横浜市報調達公告版 

第 24 号 平成 17 年５月 31 日 発行 

 26

契約番号 ０５０９０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中央卸売市場食肉市場工業用水利用設備整備工事 

施工場所 
鶴見区大黒町３番５３号 

工事概要 

給水設備工一式、排水設備工一式、工業用水設備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１１月３０日まで 

予定価格 ５９，０２０，０００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 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 

関東コピー株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時５０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５１２０１１０１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（中田地区）街路整備工事（その１６） 

施工場所 
泉区中田南一丁目１番から中田南二丁目１４番まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工８，２２８㎡、アスファルト舗装工１，８１９㎡、路盤工 

１０，０６３㎡、掘削工３，７２９㎥、縦断管側溝布設工Ｌ＝３６９．６ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ

＝８６．３ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝３．９ｍ、雨水桝設置工３３か所、区画線設置工Ｌ＝７，６

１８ｍ、中央分離帯設置工Ｌ＝８４９ｍ、地先境界ブロック設置工Ｌ＝１８３ｍ、道路照明

灯設置工１０基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ２２８，０００，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

 

 

 

 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  （３）

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

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

体による入札の場合） 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社創 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

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

札金額と一致させること。 

 

 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１２０１１０１７ 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（中田地区）街路整備工事（その１６） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

本件工事の入札は混合入札により執行する。 

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

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

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

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

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

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

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

審査申請における登録工種のほ装に係る工事最高請負実績の元請金額の合計が、１４３，

６４０，０００円以上であること。 

 

単体企業については、下記の要件を満たす者であること。 

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

最高請負実績の元請金額が、１４３，６４０，０００円以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１０１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川処理区瀬戸ヶ谷地区下水道整備工事 

施工場所 
保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町５３番地の７２地先から５３番地の５０地先ほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ＝２００㎜、Ｌ＝２１２．７ｍ）、圧送管布設工（ダクタイル鋳鉄管、Φ

＝１００㎜、Ｌ＝７３．０ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝１．７ｍ、１３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 ２８，９２０，０００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、西

区内、中区内、南区内、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）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、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５３７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度帷子川環境整備工事 

施工場所 
旭区鶴ヶ峰二丁目２０番地先から鶴ヶ峰一丁目５番地先まで 

工事概要 

盛土工１，４３７㎥、現場打擁壁工（Ｈ＝２ｍ、Ｌ＝３４ｍ）、舗装工（透水性コンクリー

ト舗装５１２㎡、インターロッキング舗装５２３㎡）、階段工一式、施設整備工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ７０，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、中区内、南区内、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）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、有限会社サン・アート 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８５９  

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 ０５２３０１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
十日市場住宅第１０期建替工事（屋外整備工事） 

施工場所 
緑区十日市場町１２５８番地ほか 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３０６．８㎡、カラーアスファルト舗装工１，１１８．１㎡、イン

ターロッキングブロック設置工４７．２㎡、ダスト舗装工９４．５㎡、Ｕ型側溝工Ｌ＝４８．

９ｍ、縁石ブロック設置工Ｌ＝５２０．７ｍ、遊具設置工６か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１４日まで 

予定価格 ３９，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

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 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局住宅整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１０７７ 

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（電気設備工事） 

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   ２

７９．８８㎡）、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 ２４，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、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 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時２０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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契約番号 ０５７１０１１０７８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
笠間小学校給食室改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
栄区笠間三丁目２８番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積１１６．２３㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積  ２

２５．５６㎡）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 ２４，０００，０００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 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 

オリエント株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時２０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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契約番号 ０５７１０１１０８０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
戸塚小学校通級指導教室空調設備更新整備工事 

施工場所 
戸塚区戸塚町１３２番地 

工事概要 

ＲＣ造、地上３階建、延床面積１，２１８．８４㎡の建物における空調設備更新整備工事

一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月２０日まで 

予定価格 ３５，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

株式会社ヒライデ・コピー、有限会社リバーストン 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ４時２０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 ０５７１０１１０８１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
笠間小学校給食室改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 
栄区笠間三丁目２８番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積１１６．２３㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積  ２

２５．５６㎡）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 ２５，８８０，０００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 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 

株式会社昭和工業写真社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ４時２０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 ０５７１０１１０８２ 

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（衛生設備工事） 

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   ２

７９．８８㎡）、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 ２５，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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 

関東コピー株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時５０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 ０５７１０１１０８３ 

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（衛生設備工事） 

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 ２４，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

オリエント株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時５０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 ０５７１０１１０９７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
笠間小学校給食室改修その他工事（建築工事） 

施工場所 
栄区笠間三丁目２８番１号 

工事概要 

給食室増築工（Ｓ造、延床面積１１６．２３㎡）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積  ２

２５．５６㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ９４，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

株式会社福寿企画、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１０９８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
矢上小学校耐震補強工事 

施工場所 
港北区日吉三丁目２３番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース１３か所設置、柱補強３か所、耐震スリット１３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 ６７，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

株式会社アイ・テック、有限会社ナガイ 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ３時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１０９９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
蒔田中学校耐震補強工事 

施工場所 
南区花之木町２丁目４５番地 

工事概要 

鉄骨ブレース７か所設置、耐震スリット１７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 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 

オリエント株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０５７１０１１１００ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
末吉中学校室内環境整備工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区下末吉六丁目１３番１号 

工事概要 

普通教室改修工（延床面積９５２㎡、計１５教室）、廊下改修工（延床面積５１０㎡）、階

段室改修工（延床面積２８９㎡） 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 ６１，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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者であること。 

 

 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  （３）

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

交付を受けている者は提出不要。）  

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ２時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１１０１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
東台小学校室内環境整備工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区東寺尾東台１２番１号 

工事概要 

普通教室改修工（延床面積５８３㎡、計９教室）、廊下改修工（延床面積３４１㎡）、階段

改修工（延床面積７９㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月１５日まで 

予定価格 ３４，０６０，０００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、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ２時００分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

致させること。 

 

 

 

 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１１０２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
万騎が原中学校室内環境整備工事（建築工事） 

施工場所 
旭区万騎が原３１番地 

工事概要 

普通教室改修工（延床面積１，２００㎡、計１０教室） 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 ３０，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

関東コピー株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０５２１０１１０１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園遊具等設置工事（１） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

整備面積：２．０ha、施設整備工（遊具組立設置工１１基、ベンチ・テーブル工８２基 

ほか）、園路広場整備工 一式、設備工 一式 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月３０日まで 

予定価格 ５９，５５０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

 

 

 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１０１５番及び０５

２１０１１０１６番の工事件名を併記すること。 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１０１６番の工事と合併入札を行う。     

   予定価格については、契約番号０５２１０１１０１５番及び０５２１０１１０１６

  番の合計金額を契約番号０５２１０１１０１５番に記載する。          

   入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

  計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。                

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

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

  札金額と一致させること。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 



横浜市報調達公告版 

第 24 号 平成 17 年５月 31 日 発行 

 45

契約番号 ０５２１０１１０１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園遊具等設置工事（２） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

整備面積：２．０ha、基盤整備工 一式、植栽工 一式、設備工 一式、施設整備工（遊

具組立設置工３基ほか）、道路整備工 一式、園路広場整備工 一式 

工期 契約締結の日から平成１７年 ９月３０日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１０１５番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

契約番号０５２１０１１０１５番に記載する。 

 

 

 

 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２２日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１０１５番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５２１０１１０１５番に記載する。 

 

 

 

 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５０１０１１００３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
防災行政用デジタル移動無線整備工事（第１期） 

施工場所 
西区みなとみらい四丁目７番３号ほか１２５か所 

工事概要 

２６０ＭＨｚ防災行政用デジタル移動無線システム構築（統制基地局１か所、副統制局１

か所、中継局１か所、半固定局１２３か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ３８７，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気通信 

格付等級 － 

登録細目 【電気通信：通信設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

電気通信工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、無線設備の設置工事の元請としての

施工経験を有すること。 

 

平成７年４月１日以降に完成した、デジタル移動無線設備の製作・設置工事の元請として

の施工実績を有すること（当該施工実績は施工内容に基地局を含むものに限る。）。 

 

 

 

提出書類 

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

事内容欄に無線設備工事の概要を記入すること。） （３）監理技術者講習修了証の写し

（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出

不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に無線設備の通信方式及び工事概要を記入し

、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（月）午後 ４時 20 分 

入札及び開札場所 財政局契約部入札室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）配置する監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他

の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

（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 



 

 

横浜市報調達公告版 

                                第 24 号 平成 17 年５月 31 日発行 

                                                    

                                       47

 

横浜市調達公告第 112 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行の一部改正 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（平成 17 年横浜市調達公告第 88 号）の一部を次のように改正する。 

平成 17 年５月 31 日 

                                          横浜市長 中 田 宏 

 

第２項第３号イ(ｱ)及び(ｲ)を次のとおり改める。 
 (ｱ) 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条第 1項の規定に基づく建築一式工事について、特定建設業の許可を

受けていること。ただし、建設業務にあたる者が複数である場合には、このうちの 1 者が当該要件を満たせばよいもの
とする。 

 (ｲ) 市の平成 17･18 年度一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において「建築」に登録を認められている者及び
その営業を継承した者と認められる者であること。ただし、建設業務にあたる者が複数である場合には、このうちの 1
者が当該要件を満たせばよいものとする。 
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水道局調達公告第 25 号 

予定価格 2,500 万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「境川水管橋耐震補強工事」ほか計 24 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成 17 年５月 31 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 金 近 忠 彦  

１ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び

同条第２項の規定に基づき横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める

資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置

を受けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２( 2 )に定める手続により購入した者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱及

び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。 

(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に横浜市水道局管財部契約課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成 17 年６月３日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において入札書を提出すること。また、郵便による入札は認

めない。 

(3) 入札書は、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得に定める様式を用いること。 

(4) 入札にあたっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、当局が工事ごとに定めた設

計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させるこ

と。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。なお、

当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求められる場合があるので、入札後も落札決定までの期間は各

自保管するものとする。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の５に相当する額を加算した金

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

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

水 道 局  
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積もった契約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

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

わないときは、当該入札事務に関係のない当局職員を立ち会わせるものとする。 

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

がないときは、当該入札を不調とする。 

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

ること。 

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

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

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３( 8 )及び( 9 )に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

て通知に代えるものとする。 

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

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

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

まで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

( 3 )イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

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

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

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

(8) ( 6 )の調査にあたっては、当該落札候補者は、横浜市水道局工事請負契約に係る低入札価格取扱要
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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当局職員をしてくじを引かせ落札者を決定するものとする。 

(11)入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等

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

く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最

低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

及び第 28 条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

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

回数に含まない。 

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

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

各会計年度の出来高予定額の 10 分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、当局の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術

者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参

加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

(6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

(7) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、正当な理由なく

落札者となることを辞退した場合、又は、５( 4 )又は５( 8 )に定める書類を提出しない場合は、横浜

市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

(8) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の前

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

入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０５５２０１１０２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
境川水管橋耐震補強工事 

施工場所 
町田市鶴間二丁目２－３番地先から大和市下鶴間６１９－７番地先まで 

工事概要 

耐震補強工事（鋼管巻立て補強工φ１，６００×５，０６６×１６ ６か所ほか）一式、

仮桟橋工事一式、仮設門型設置工事一式 ほか 

工期 契約締結の日から２１０日間 

予定価格 １０２，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 鋼構造 

格付等級 － 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

鋼構造物工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日から入札日の間に完成した工事で、口径１，５００㎜以上の鋼管の自社

製作及び現場溶接工事の元請実績を有すること。 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社リバーストン、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ３時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局建設課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２１ 

工事件名 
境川水管橋耐震補強工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。④入札参加資格その他につい

て、施工実績調書及び工事内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第 24 号 平成 17 年５月 31 日発行 

 53

契約番号 ０５５２０１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
豊岡町φ１００～３００㎜配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区豊岡町２５番１６号先から寺谷二丁目１４番１６号先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０㎜：１，０４５ｍほか）一式、配水管撤去工事一

式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２２０日間 

予定価格 １８９，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２２ 

工事件名 
豊岡町φ１００～３００㎜配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新井町φ７５～３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
保土ヶ谷区新井町３５６番地先から新井町６１７番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｋφ２００㎜：７８４ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、路

面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２５０日間 

予定価格 １６２，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２３ 

工事件名 
新井町φ７５～３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２

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

に２件以上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上

の者で、次の①、②又は③のいずれかに該当すること。 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中村町４丁目φ７５～６００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
南区中村町４丁目２８３番地の９先から中村町３丁目１９１番地の２先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｋ・Ｔφ１００㎜：４５４ｍほか）一式、配水管撤去工事一式

、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２５０日間 

予定価格 １５０，３７０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

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 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  



横浜市報調達公告版 

第 24 号 平成 17 年５月 31 日発行 

 58

契約番号 ０５５２０１１０２４ 

工事件名 
中村町４丁目φ７５～６００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
伊勢佐木線φ４００ｍｍ配水管改良工事（その６） 

施工場所 
中区末吉町２丁目３５番地先から長者町６丁目８９番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｓ２φ３００㎜：６０７ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２５０日間 

予定価格 １４９，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２５ 

工事件名 
伊勢佐木線φ４００ｍｍ配水管改良工事（その６） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
下倉田町φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
戸塚区下倉田町１，６０１番地先から１，４７４番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：７３７ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２５５日間 

予定価格 １４３，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １０時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２６ 

工事件名 
下倉田町φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２

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

に２件以上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上

の者で、次の①、②又は③のいずれかに該当すること。 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
篠原町φ１００～３００㎜配水管新設工事・工業用水道 篠原町φ１１００㎜送水管補強

工事 

施工場所 
港北区篠原町１，１１１番地先から篠原東二丁目１６番７号先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０㎜：６１２ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

路面復旧工事一式、工業用水道立坑築造工一式、工業用水道特殊漏水防止金具設置工一式

工期 契約締結の日から２５０日間 

予定価格 １２４，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １０時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２７ 

工事件名 
篠原町φ１００～３００㎜配水管新設工事・工業用水道 篠原町φ１１００㎜送水管補強

工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平安町φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区平安町１丁目２６番地先から４６番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０㎜：９６１ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

仮設配水管布設撤去工事一式、路面復旧工事一式。 

工期 契約締結の日から２４０日間 

予定価格 ７３，４５０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２８ 

工事件名 
平安町φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
沢渡φ１００～２５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
神奈川区沢渡４６番地先から三ツ沢東町９番１０号先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｔ・Ｋφ１５０㎜：２２６ｍほか）一式、配水管撤去工事一式

、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２００日間 

予定価格 ６１，８２０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １０時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０２９ 

工事件名 
沢渡φ１００～２５０ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２

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

に２件以上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上

の者で、次の①、②又は③のいずれかに該当すること。 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日吉二丁目ほか１か所φ１００～５００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港北区日吉二丁目１７番３１号先から日吉四丁目３番２４号先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｋ・ＮＳφ２００㎜：４２５ｍほか）一式、配水管撤去工事一

式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 ６０，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １０時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３０ 

工事件名 
日吉二丁目ほか１か所φ１００～５００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

【注意事項】 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

③横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級

を指定 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市ヶ尾町ほか１か所φ１００～２００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
青葉区市ヶ尾町１，０６０番地の１１先から１，０７１番地の１１先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｔ・Ｋφ１００㎜：６５９ｍほか）一式、配水管撤去工事一式

、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１８０日間 

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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局西部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３１ 

工事件名 
市ヶ尾町ほか１か所φ１００～２００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２

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

に２件以上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上

の者で、次の①、②又は③のいずれかに該当すること。 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

施工場所 
西部配水管理所所管区域内（旭区・緑区・青葉区・泉区・瀬谷区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １１時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局西部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３２ 

工事件名 
西部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

施工場所 
西部配水管理所所管区域内（旭区・緑区・青葉区・泉区・瀬谷区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局西部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３３ 

工事件名 
西部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

施工場所 
南部配水管理所所管内（磯子区・金沢区・港南区・戸塚区・栄区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３４ 

工事件名 
南部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

施工場所 
南部配水管理所所管内（磯子区・金沢区・港南区・戸塚区・栄区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、オリエント株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午前 １１時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３５ 

工事件名 
南部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

施工場所 
北部配水管理所所管区域内（鶴見区・神奈川区・港北区・都筑区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３６ 

工事件名 
北部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

施工場所 
北部配水管理所所管区域内（鶴見区・神奈川区・港北区・都筑区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 １時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３７ 

工事件名 
北部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

施工場所 
中部配水管理所所管内（西区・中区・南区・保土ヶ谷区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３８ 

工事件名 
中部配水管理所小規模配水管整備工事（その１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第 24 号 平成 17 年５月 31 日発行 

 87

契約番号 ０５５２０１１０３９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

施工場所 
中部配水管理所所管内（西区・中区・南区・保土ヶ谷区一円）他 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５９，１８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

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 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ２時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０３９ 

工事件名 
中部配水管理所小規模配水管整備工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新橋町ほか１８か所φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
泉区新橋町２，０６９番地の１先から緑園一丁目１９番２８号先までほか１８か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｔ・Ｋφ１００㎜：７５４ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

 

この工事は、管網整備対策として施工するものです。 

工期 契約締結の日から１９０日間 

予定価格 ５６，０３０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ２時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局西部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０４０ 

工事件名 
新橋町ほか１８か所φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

平成１６年度災害協力業者名簿に登載されている者で、次の①、②又は③のいずれかに該

当すること。 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０４１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
潮田町φ１００～４００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区潮田町３丁目１３１番地の２１先から１４５番地の８先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｓ２φ４００㎜：２０８ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２０５日間 

予定価格 ５５，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ２時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０４１ 

工事件名 
潮田町φ１００～４００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
下野谷町φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区下野谷町１丁目３８番地先から汐入町１丁目１６番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００㎜：３６３ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

仮設配水管布設撤去工事一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２３０日間 

予定価格 ５１，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０４２ 

工事件名 
下野谷町φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０４３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
長尾台町ほか２か所φ１００～２００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
栄区長尾台町２２番地先から長尾台町１６３番地先までほか２か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００㎜：４０９ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 ４７，７８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ２時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０４３ 

工事件名 
長尾台町ほか２か所φ１００～２００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

５月１日から平成１７年４月３０日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２

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

に２件以上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上

の者で、次の①、②又は③のいずれかに該当すること。 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１０４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
六浦二丁目ほか５か所φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
金沢区六浦二丁目１０番７号先から六浦三丁目４１番３５号先までほか５か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００㎜：５７２ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、

路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ３７，０００，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ２時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０４４ 

工事件名 
六浦二丁目ほか５か所φ１００～３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

事（口径１００㎜管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実

績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。③平成１２年４月１日から入札日ま

での間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００㎜管以上）の下請

実績を有するもの。 

 

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。 

※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※②については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②配置技術者（変更）届出書 ③主任技術者を配置する場

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

。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。④【入札参加資格その他】

の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し

等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のでき

る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当

局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第 26 号 

予定価格 1,000 万円以上 2,500 万円未満の一般競争入札の施行 

次のとおり、「矢指配水池ポンプ場鋼管製作及び現場溶接工事（その１）」の１件の工事について、一般競

争入札を行う。 

平成 17 年５月 31 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 金 近 忠 彦  

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び

同条第２項の規定に基づき横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める

資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置

を受けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２( 2 )に定める手続により購入した者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱及

び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。 

(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に横浜市水道局管財部契約課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成 17 年６月３日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において入札書を提出すること。また、郵便による入札は認

めない。 

(3) 入札書は、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得に定める様式を用いること。 

(4) 入札にあたっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、当局が工事ごとに定めた設

計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させるこ

と。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。なお、

当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求められる場合があるので、入札後も落札決定までの期間は各

自保管するものとする。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の５に相当する額を加算した金

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

で、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見
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積もった契約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

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

わないときは、当該入札事務に関係のない当局職員を立ち会わせるものとする。 

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

で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

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

ること。 

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

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

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３( 8 )及び( 9 )に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

て通知に代えるものとする。 

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

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

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

以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

( 3 )イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

するものとする。 

(7) 入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等

措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除
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く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもっ

て入札を行った他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

及び第 28 条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

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

回数に含まない。 

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

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

各会計年度の出来高予定額の 10 分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、当局の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術

者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参

加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

(6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の前

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

入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０５５２０１１０５７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
矢指配水池緊急遮断扉製作及び現場設置工事（その１） 

施工場所 
旭区矢指町１，２２７番地の１ 

工事概要 

緊急遮断扉製作工一式、緊急遮断扉製作工（１，１００×１，１００）１基、緊急遮断扉

設置工（φ３５０㎜ １か所 ほか）一式、足場工（枠組み足場）一式 ほか 

工期 契約締結の日から２００日間 

予定価格 １５，４８０，０００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  

格付等級  

登録細目  

所在地区分 制限なし 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を配置すること。 

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

３か月間経過している者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

①平成７年４月１日から入札日の間に完成した、緊急遮断扉（制水扉）の自社製作の元請

実績又は下請実績を有すること。 

②平成７年４月１日から入札日の間に完成した、緊急遮断扉（制水扉）の現場設置工事の

元請実績又は下請実績を有すること。 

③機械器具設置工事に係る建設業許可を受けていること。 

 

※①、②及び③の条件を有すること。 

提出書類 

※次頁に記載    （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社福寿企画 

平成１７年 ６月 ３日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照するこ

と。 

入札及び開札日時 平成１７年 ６月２１日（火）午後 ３時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

場合は、平成１７年６月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

②入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を

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

一致させること。 

工事担当課 水道局建設課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１０５７ 

工事件名 
矢指配水池緊急遮断扉製作及び現場設置工事（その１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

①設計図書代金領収書（写） ②主任技術者届出書及び配置する技術者の雇用（期間）が

確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）。③入札参加資格その他について、元請

実績の場合は、施工実績調書及び工事内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の

写し等）。また、下請実績の場合は施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及

び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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交通局調達公告第 17 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 31 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 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

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

3,612,000

随 意 契

約 

－ 政府調達

に関する

協定(平

成７年条

約 23 号)

第 15 条

第１項 

（ｄ） 

２ 軽油５月分の

購入 第３ブ

ロック 約 530

キロリットル 

同 平成17 年

４月 28 日

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 

円

43,947,600

指 名 競

争入札 

平成17 年

４月 12 日

－ 
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