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第 37 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

 

【調達公告】 

△1,000 万円以上 2,500 万円未満の一般競争入札の施行（平成１７年度久保山墓地整備工事 ほか 22 件）･･２ 

△2,500 万円以上の一般競争入札の施行（新港客船ターミナル映像文化施設改修工事（建築工事） 

ほか 39 件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････27 

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

 

【水道局】 

△予定価格 2,500 万円以上の一般競争入札の施行（鶴ヶ峰駅から西谷φ１１００ｍｍ導水管 

補強及び都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事（その６） ほか 18 件）･･････････････････････････81 

△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（水道計測設備設 

置工事 ほか２件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････122 

 

【交通局】 

△2,500万円以上の一般競争入札の施行（１・３号線ホーム柵等設置に伴う電源改修工事 ほか１件） 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････130 
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横浜市調達公告第 160 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、「平成１７年度久保山墓地整備工事」ほか 22 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年８月30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９月２日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

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

 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

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

認めない。 

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

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

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

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

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

は各自保管するものとする。 

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

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

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

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

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

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

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

格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

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

すること。 

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

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

ること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３(8)及び(9)に定める方法によらない入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

って通知に代えるものとする。 

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

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

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

を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

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 
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(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28 条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

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

の回数に含まない。 

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

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

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

来高に応じて行う。 

 

８ その他 

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

否かは、工事ごとに明示する。 

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

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付さなければならない場合には、工事ごとに明示す

る。 

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

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

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

とはできないものとする。 

 (8) ５ (2) の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱第 25 条第１項の規

定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、

当該工事の契約は締結しないものとする。 

なお、入札日において、平成 17・18 年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種

の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該

工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事請

負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意するこ

と。 

(9) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則、

横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところ

によるものとする。 

  

 

 

  

 

 

 

  



横浜市報調達公告版 

                                第 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

5 

契約番号 ０５０６０１１００８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度久保山墓地整備工事 

施工場所 
西区元久保町３番２４号市営久保山墓地内  

工事概要 

Ｈ鋼杭土留工（Ｈ＝１ｍ、Ｌ＝４７．５ｍ）、Ｕ型側溝工Ｌ＝１１０ｍ、アスファルト舗

装工５００㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月 ３日まで 

予定価格 １１，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、神

奈川区内、西区内又は保土ケ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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０  

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 ０５０６０１１００９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
三ツ沢墓地内雨水排水設備改良工事（第１期その３） 

施工場所 
神奈川区三ツ沢上町２０番６号市営三ツ沢墓地内 

工事概要 
Ｕ型側溝工Ｌ＝８７．５ｍ、雨水桝設置工４か所、Ｈ鋼杭土留工（Ｈ＝１ｍ、Ｌ＝１８ｍ

）、アスファルト舗装工６８２㎡

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １６，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

   が、鶴見区内又は神奈川区内のいずれかにあること。 

（２）平成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８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知された土木に係る工事の横

浜市請負工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内

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

、同一月に２件以上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が

７５点以上の者であること。 

提出書類 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０  

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 ０５０９０１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中央卸売市場本場水産卸棟水道メータ交換工事 

施工場所 
神奈川区山内町１番地 

工事概要 

水道メータ交換工（２０㎜リモート式１０４個、２０㎜直読式１個、２５㎜リモート式

１４個、２５㎜直読式２個、４０㎜直読式２個、５０㎜直読式１１個、１００㎜直読式

１個） 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２８日まで 

予定価格 １０，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内又は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 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １１時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 経済局運営調整課 電話 ０４５－４５９－３３２５  

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 ０５１２０１１０５３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路大田神奈川線（馬場地区）擁壁工事 

施工場所 
鶴見区上の宮一丁目地内 

工事概要 

Ｌ型擁壁工（Ｈ＝２ｍ、Ｌ＝９ｍ）、フェンス撤去工Ｌ＝５．５ｍ、路盤工８．８㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １２，６２０，０００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 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

見区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、オリエント株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局事業調整課 電話 ０４５－６７１－２７８０  

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 ０５２１０１１１００ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区栄区小山台地区下水道再整備工事（その４） 

施工場所 
栄区小山台二丁目２番地先から９番地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝３６３．４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２６日まで 

予定価格 ２０，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、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 

有限会社サン・アート、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１  

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 ０５２１０１１１１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 西部処理区谷戸雨水幹線下水道整備工事（その２） 

施工場所 
泉区和泉町１４４５番１号 

工事概要 

ボックスカルバート布設工（□１，５００㎜×１，５００㎜、Ｌ＝２３．８ｍ）、Ｌ型側

溝工Ｌ＝５８．７ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝１０．４ｍ、雨水桝築造工３か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １８，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、戸

塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０ 
 

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 ０５３２０１１０１４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川区菅田町地内私道対策受託下水道工事（１７－２） 

施工場所 
神奈川区菅田町２１２３番５地先から２１２３番１２地先まで 

工事概要 

人孔築造工４か所、塩ビ管布設工（Φ２００㎜、Ｌ＝４５．５ｍ）、低耐荷力圧入二工程

推進工（Φ２００㎜、Ｌ＝１４ｍ）、ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝４．２ｍ、１か

所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １０，０８０，０００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 

有限会社新日本プリント、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３３０１１００６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西区浅間町１丁目地内ほか３か所舗装補修工事 

施工場所 
西区浅間町１丁目９番５地先から２丁目１０２番６地先までほか３か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，６９６㎡、アスファルト舗装工１，２６０㎡、路盤工１，２６０

㎡、舗装版切断工Ｌ＝２３６ｍ、直接掘削積込工１，２６０㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２２ｍ、

区画線設置工Ｌ＝７２０ｍ      

   

工期 契約締結の日から７０日間 

予定価格 １５，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、西

区内、保土ケ谷区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３４０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中区元町１丁目地内道路整備工事 

施工場所 
中区元町１丁目１３番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工２００㎡、明色舗装２００㎡、洗出平板設置工８２㎡、不陸整正工

２００㎡、路盤工３４㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１１８ｍ、雨水桝設置工７か所、区画線設置

工Ｌ＝１４５．９ｍ 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １０，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、西

区内、中区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３４０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中区本牧ふ頭地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
中区本牧ふ頭１番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工１，９００㎡、路面切削工１，９００㎡、舗装版切断工Ｌ＝５３ｍ、

区画線設置工Ｌ＝６６８ｍ、人孔調整工２か所 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 １１，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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 

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、西区内、中区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

（２）平成１６年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３５０１１０１４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南土木管内下水道修繕工事（その４） 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工１８か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝７０ｍ）、塩ビ本管修繕工

（Φ２５０㎜、Ｌ＝１０ｍ）、雨水桝修繕工１０か所、インバート修繕工１０か所、足

掛け金物修繕工２０か所   

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １２，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、中

区内、南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４  

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 ０５３８０１１０２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区今宿二丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区今宿二丁目４７番３２号地先から５０番１２号地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工５，２４０㎡、不陸整正工５，２４０㎡、舗装版切断工Ｌ＝１７５ｍ、舗

装版直接掘削積込工５，２４０㎡、区画線設置工Ｌ＝２４５．４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 ２１，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３９０１１０１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子区杉田二丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
磯子区杉田二丁目１番から杉田三丁目１番までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，００１㎡、路盤整正工１，５７２㎡、舗装版切断工Ｌ＝１６０ｍ、舗

装版破砕積込工１，５７９㎡、地先境界石設置工Ｌ＝１０ｍ、人孔調整工１５か所 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 １５，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

南区内、磯子区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４００１１０２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢区釜利谷西五丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
金沢区釜利谷西五丁目１２番地から２９番地まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，５４０㎡、透水性アスファルト舗装工２３３㎡、不陸整正工

３，７７３㎡、舗装版切断工Ｌ＝５０ｍ、舗装版直接掘削積込工３，５６０㎡、区画線設

置工Ｌ＝５９８ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１１月３０日まで 

予定価格 １１，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、南

区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

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 ０５４１０１１０１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
高田ひまわり公園ほか５公園施設改良工事 

施工場所 
港北区高田東一丁目３１番ほか５か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（張芝工４４５．２㎡、芝生保護工１７５．８㎡、ユキヤナギ３０本

ほか）、施設整備工（遊具組立工ほか）、園路広場整備工、施設改良工、設備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１６日まで 

予定価格 １５，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４３０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
青葉区松風台地内道路整備工事 

施工場所 
青葉区松風台２４番３号地先から４４号地先まで 

工事概要 

ＬＵ型側溝工Ｌ＝４６６ｍ、管理桝設置工４０か所、アスファルト舗装工２，２１０㎡ 

工期 契約締結の日から１２０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 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、緑

区内又は青葉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４５０１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
戸塚区平戸二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
戸塚区平戸二丁目１５３６番地先から平戸三丁目１９７２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，４４０㎡、不陸整正工３４４０㎡、舗装版切断工Ｌ＝５３０ｍ、

直接掘削積込３，４４０㎡、区画線設置工Ｌ＝１，８１０ｍ、人孔調整工１０か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ２１，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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

区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２  

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 ０５４６０１１００５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄区公田町地内舗装補修工事 

施工場所 
栄区公田町９３１番地先から１０１９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，５３９㎡、不陸整正工２，５３９㎡、舗装版切断工Ｌ＝５０ｍ、

舗装版破砕積込２，５６０㎡、区画線設置工Ｌ＝５５０ｍ、人孔蓋枠調整工８か所 

工期 契約締結の日から平成１７年１０月３１日まで 

予定価格 １１，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

南区内、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 

オリエント株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４７０１１０１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
県道阿久和鎌倉線（立場地区）道路改良工事（その２） 

施工場所 
泉区和泉町４０２６番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工１２３㎡、路盤工１２３㎡、舗装版切断工Ｌ＝６５ｍ、舗装版破砕工

１１４㎡、ＬＯ型側溝工Ｌ＝４７ｍ、地先境界ブロック設置工Ｌ＝４９ｍ、横断防止柵設

置工Ｌ＝２０ｍ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １０，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、泉

区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８０１－３１３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４７０１１０１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 泉区和泉町地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 泉区和泉町１９２７番地先から２７９５番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５，０４５㎡、リフレクションクラック抑制工３４０㎡、路面切削工

５，０２０㎡、舗装版切断工Ｌ＝５４ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，６４９ｍ、人孔蓋枠調整

工５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 ２３，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １０時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８０１－３１３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４８０１１０１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
瀬谷区三ツ境地内舗装補修工事 

施工場所 
瀬谷区三ツ境１０５番地先から１１６番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，９６０㎡、路盤整正工３５０㎡、安定処理工３５０㎡、路面切削

工１，９６０㎡、舗装版切断工Ｌ＝５００ｍ、舗装版破砕工２６６㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝

５０ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，１４０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２０日まで 

予定価格 １５，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２０８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
黒須田小学校新築工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
青葉区黒須田３４番地の１ 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量７５０㎏、１１人乗、定格速度４５ｍ／分、４停止、車

椅子兼用及び視聴覚障害者兼用 

工期 契約締結の日から平成１８年１２月２０日まで 

予定価格 １１，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、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 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午前 １１時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７  

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

 



横浜市報調達公告版 

                                第 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

27 

 

横浜市調達公告第 161 号 

2,500 万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「新港客船ターミナル映像文化施設改修工事（建築工事）」ほか 39 件の工事について、一般競争

入札を行う。 

平成17年８月30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９月２日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

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

 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

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

認めない。 

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

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

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

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

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

は各自保管するものとする。 

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

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

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

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

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

会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。 
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(7) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入

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。 

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

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

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

のとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

(9)（8）に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書に記載した各項目の内容に対応したものを提出す
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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。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

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

とはできないものとする。 

(8) ５(2)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項

の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 
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   なお、入札日において、平成 17・18 年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種

の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当

該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工

事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す

ること。 

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

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

市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

(10) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額に

かかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

(11)その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則、

横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるとこ

ろによるものとする。 
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契約番号 ０５０４２１１００４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新港客船ターミナル映像文化施設改修工事（建築工事） 

施工場所 
中区新港二丁目５番１ 

工事概要 

施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積１，９９１．３４㎡）、施設改築工（Ｓ造、平屋建

、延床面積７１８．９３㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ２７１，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 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 ０５０４２１１００５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新港客船ターミナル映像文化施設改修工事（電気設備工事） 

施工場所 
中区新港二丁目５番１ 

工事概要 

施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積１，９９１．３４㎡）、施設改築工（Ｓ造、平屋建

、延床面積７１８．９３㎡）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 １２３，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 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 ０５０４２１１００６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新港客船ターミナル映像文化施設改修工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 
中区新港二丁目５番１ 

工事概要 

施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積１，９９１．３４㎡）、施設改築工（Ｓ造、平屋建、延

床面積７１８．９３㎡）の建築工事に伴う空調衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ８５，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、磯子区内、金沢区内、港北区内又は都

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 

オリエント株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 １０時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３１７  

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 ０５０６０１１０１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見区東部病院外周道路整備工事 

施工場所 
鶴見区下末吉三丁目７０５番４ほか 

工事概要 

アスファルト舗装工２，５７３㎡、路盤工２，５７３㎡、舗装版切断工Ｌ＝３３ｍ、舗装版直

接掘削積込１，０９０㎡、ＬＯ型側溝工Ｌ＝１４５．７ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝６５１．６ｍ、区

画線設置工Ｌ＝３５７ｍ、人孔蓋枠調整工９か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ８０，３７０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０  

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 ０５１２０１１０５１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
戸塚・泉・栄区道路照明灯設置工事 

施工場所 戸塚区品濃町５６２番地ほか１３か所 

工事概要 道路照明灯新設工４５基、道路照明灯建替工２３基 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ２４，２９０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

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又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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

事等）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）施工実績調書（工

事内容欄に工事概要を記入し、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 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

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 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

36 

契約番号 ０５１２０１１０５４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 都市計画道路横浜鎌倉線（鍛冶ケ谷地区）街路整備工事（その１０） 

施工場所 港南区日野南六丁目１５番２６地先から栄区鍛冶ケ谷一丁目１７番２０地先まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工９，６３４㎡、アスファルト舗装工３，６０３㎡、路盤工

１１，４４６㎡、路床置換工６，４３８㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝３４７ｍ、プレキャストボッ

クス側溝工Ｌ＝６８１．５ｍ、区画線設置工Ｌ＝３，１４５ｍ、中央分離帯ブロック設置

工Ｌ＝３２８ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ３３４，０２０，０００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 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 

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が、その共同企業体構

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、

２１０，４３２，６００円以上であること。 

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）共同企業体協定書兼委任状 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ３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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）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）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施

  工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了

している場合は隣接施工には該当しない。）：都市計画道路横浜鎌倉線（鍛冶ケ谷地

区）街路整備工事（その９） 

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

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

札金額と一致させること。 

工事担当課 道路局建設課 電話 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 ０５１２０１１０５５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道上永谷第２０５号線道路改良工事 

施工場所 
栄区本郷台五丁目３６番から小菅ケ谷四丁目３１番まで 

工事概要 

アスファルト舗装工４，１６２㎡、路盤工２，３８５㎡、舗装の敷ならし転圧工１，４４１㎡、路

盤の敷ならし転圧工１，４４１㎡、舗装版直接掘削積込１，６４９㎡、ＬＯ型側溝工Ｌ＝５２２ｍ

、Ｕ型側溝工４４ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，６２６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ７０，５７０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

（３）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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ３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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４  

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 ０５１２０１１０５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路横浜鎌倉線（桂町地区）街路整備工事（その４） 

施工場所 
栄区鍛冶ケ谷一丁目７０番地先から桂町６５５番地先まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工５，８７４㎡、透水性アスファルト舗装工１，１６５㎡、路盤工２

，５２８㎡、排水性舗装用縦断管設置工Ｌ＝１５８．２ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝３１８．６ｍ、区

画線設置Ｌ＝３，４３７ｍ、中央分離帯設置工Ｌ＝３２１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 １３７，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ４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 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 道路局建設課 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 ０５１２０１１０５６ 

工事件名 
都市計画道路横浜鎌倉線（桂町地区）街路整備工事（その４） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施

  工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了

している場合は隣接施工には該当しない。）：都市計画道路横浜鎌倉線（鍛冶ケ谷地

区）街路整備工事（その９） 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５１２０１１０５７ 

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（和泉・上飯田地区）街路整備工事（その１５） 

施工場所 
泉区和泉町４０４４番６地先から３７３７番１地先まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工８，６４２㎡、アスファルト舗装工７６６㎡、インターロッキ

ングブロック設置工１，５２８㎡、路盤工９，９５０㎡、路床改良工７，６２２㎡、安定

処理工７，６２２㎡、縦断側溝布設工Ｌ＝５１７ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝１７９ｍ、ＬＵ型側

溝工Ｌ＝９０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝２１ｍ、区画線設置工Ｌ＝４，６１０ｍ、中央分離帯設

置工Ｌ＝３９４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ２７６，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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、

１７３，９４３，０００円以上であること。 

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）共同企業体協定書兼委任状 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ３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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

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

札金額と一致させること。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３６３５ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１２０１１０５９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路環状３号線（南戸塚地区）街路整備工事（その１１） 

施工場所 
戸塚区戸塚町２１２０番 

工事概要 

遮音壁工（支柱製作・架設工１２．４１２ｔ、遮音板設置工３７４．１５㎡、笠木取付Ｌ

＝３７７．０４ｍ）、橋梁伸縮装置設置工（車道部Ｌ＝４ｍ、歩道部Ｌ＝１５ｍ）、鋼製排

水溝据付工Ｌ＝１０５．９ｍ、舗装工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ８５，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 市内又は準市内 

技術者 

鋼構造物工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、オリエント株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１２０１１０６１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路桂町戸塚遠藤線（小菅ヶ谷・舞岡地区）街路整備工事（その１７） 

施工場所 
栄区本郷台五丁目３３１番地 

工事概要 

橋梁上部工（橋長２７．３ｍ、幅員１１ｍ、ポストテンション方式場所打ち中空床版橋）

、固定支保工、支承工、落橋防止装置工８組、伸縮装置工、地覆高欄工、パラペット工、

舗装工 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ６２，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：橋梁上部工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したポストテンション方式による橋梁上部工事の元請として

の施工実績を有する者であること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場

合は、代表構成員のものに限る。）。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に橋梁の

名称及び構造形式を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の

書類を添付すること。）  

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を

指定 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４ 
 

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 ０５１４０１１０４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸基礎工その３） 

施工場所 
中区南本牧ふ頭 

工事概要 

基礎捨石工（砂岩、砂岩ズリ）６４，９６０㎥ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３８５，３７０，０００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 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

  

提出書類 

※次頁のとおり 

  

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ４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 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 港湾局南本牧ふ頭建設事務所 電話 ０４５－６２２－５５４０  

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 ０５１４０１１０４２ 

工事件名 南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸基礎工その３） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

下記の要件を満たす技術修得型共同企業体であること。 

（１）市内企業の技術修得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４以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」とい 

う。）の出資比率は、当該共同企業体構成員中最大であること。 

（４）代表構成員の平成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

  種の港湾に係る工事最高請負実績の元請金額が、242,783,100 円以上であること。 

（５）各構成員は、前頁の入札参加資格を満たす者であること。 

（６）構成員の組み合わせは、次のア．代表構成員の資格要件（ア）及び（イ）を満たす

  者とイ．市内企業構成員の資格要件（ア）から（ウ）まで全てを満たす者による組み

合わせであること。 

ア．代表構成員の資格要件 

（ア） 技術適性リストの〔港湾〕基礎工ａ区分に登載されている者であること。 

（イ） 前頁の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、港湾工事に係る基礎工

の元請としての施工経験を有すること。 

イ．市内企業構成員の資格要件 

（ア） 所在地区分が市内であること。 

（イ） 平成７年４月１日以降に完成した、基礎工、被覆石工、裏込工又は裏埋工を

含む港湾工事の元請としての施工実績を有すること（当該元請実績が共同企業体

の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

（ウ） 前頁の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、港湾工事に係る基礎工

の元請としての施工経験を有すること。 

（７）市内企業構成員に所属する技術者を、本件工事における現場代理人又は監理技術者

として配置すること。 

 

【提出書類】 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に、市内

企業構成員が施工した基礎工、被覆石工、裏込工又は裏埋工を含む港湾工事の概要を記入

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

（５）共同企業体協定書兼委任状 

 

【注意事項】 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施

  工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了

している場合は隣接施工には該当しない。）：南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護

岸地盤改良工その３）、南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸地盤改良工その４）

及び南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸基礎工その２） 

（２）提出書類のうち、（５）共同企業体協定書兼委任状は、入札時に提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

 

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 ０５１４０１１０４３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸基礎工その４） 

施工場所 
中区南本牧ふ頭 

工事概要 

基礎捨石工（砂岩、砂岩ズリ）６３，５０５㎥ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３８４，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

  

提出書類 

※次頁のとおり 

  

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ４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 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 港湾局南本牧ふ頭建設事務所 電話 ０４５－６２２－５５４０ 
 

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 ０５１４０１１０４３ 

工事件名 南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸基礎工その４） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

下記の要件を満たす技術修得型共同企業体であること。 

（１）市内企業の技術修得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４以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」とい 

う。）の出資比率は、当該共同企業体構成員中最大であること。 

（４）代表構成員の平成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

  種の港湾に係る工事最高請負実績の元請金額が、242,323,200 円以上であること。 

（５）各構成員は、前頁の入札参加資格を満たす者であること。 

（６）構成員の組み合わせは、次のア．代表構成員の資格要件（ア）及び（イ）を満たす

  者とイ．市内企業構成員の資格要件（ア）から（ウ）まで全てを満たす者による組み

合わせであること。 

ア．代表構成員の資格要件 

（ア） 技術適性リストの〔港湾〕基礎工ａ区分に登載されている者であること。 

（イ） 前頁の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、港湾工事に係る基礎工

の元請としての施工経験を有すること。 

イ．市内企業構成員の資格要件 

（ア） 所在地区分が市内であること。 

（イ） 平成７年４月１日以降に完成した、基礎工、被覆石工、裏込工又は裏埋工を

含む港湾工事の元請としての施工実績を有すること（当該元請実績が共同企業体

の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 ）

。 

（ウ） 前頁の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、港湾工事に係る基礎工

の元請としての施工経験を有すること。 

（７）市内企業構成員に所属する技術者を、本件工事における現場代理人又は監理技術者

  として配置すること。 

 

【提出書類】 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に、市内

企業構成員が施工した基礎工、被覆石工、裏込工又は裏埋工を含む港湾工事の概要を記入

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

（５）共同企業体協定書兼委任状 

 

【注意事項】 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施

  工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了

している場合は隣接施工には該当しない。）：南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護

岸地盤改良工その４） 

（２）提出書類のうち、（５）共同企業体協定書兼委任状は、入札時に提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

 

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 ０５１４０１１０４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
本牧ふ頭整備工事（その８１ヤード整備工） 

施工場所 中区本牧ふ頭ＢＣ突堤間 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，５００㎡、道路打換え工８００㎡、アスファルト舗装工１，９２０

㎡、路盤工１，９２０㎡、路面清掃工４０，０００㎡、排水側溝清掃工Ｌ＝５００ｍ、区画線

設置工Ｌ＝８，０００ｍ、区画線撤去工Ｌ＝５００ｍ、ガードレール撤去・設置工Ｌ＝ ２０

０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２６日まで 

予定価格 ２８，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。） 

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０４ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１４０１１０４４ 

工事件名 
本牧ふ頭整備工事（その８１ヤード整備工） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施

  工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了

している場合は隣接施工には該当しない。）：本牧ふ頭整備工事（その７９一期地区ヤ

ード整備工）及び本牧ふ頭整備工事（その８０一期地区ヤード整備工） 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１０９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園野球場新築工事（建築工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

野球場観客席新築工（ＲＣ造、地上２階建、延床面積４，７７９．３㎡）、既製コンクリ

ート杭基礎（Ｌ＝１２ｍ～１５ｍ、８８本） 

工期 契約締結の日から平成１９年 １月１０日まで 

予定価格 ５６１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ４日（金）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６７ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１０９２ 

工事件名 
（仮称）俣野公園野球場新築工事（建築工事） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は入札時ＶＥ方式試行対象工事である。詳細は、入札時ＶＥ実施要領書に

  定めるところによる。 

   入札時ＶＥ実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロード可能。また、平

成１７年８月３０日から平成１７年９月３０日まで（日曜日及び土曜日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）の間に財政局契約第一課におい

て無償で交付する。 

・ＶＥ提案に関する質問提出期限：平成１７年９月１２日 

・ＶＥ提案書の提出期限：平成１７年９月３０日 

・ＶＥ提案の採否通知日：平成１７年１０月２１日 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１０９５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中部水再生センター管理本館空調設備改良工事 

施工場所 
中区本牧十二天１番１号 

工事概要 

中部水再生センター管理本館（ＲＣ造、地下１階、地上４階、延床面積４，８８１㎡）の

空調設備改良工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ７６，０３０，０００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 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 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、磯子区内、金沢区内、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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 １０時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５２１０１１１０１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川処理区みなとみらい２１地区下水道整備工事（その３６） 

施工場所 
西区高島一丁目３番地先 

工事概要 

強プラ管布設工（Φ３００㎜～Φ１，０００㎜、Ｌ＝４２９ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝ 

１．５ｍ～３．２ｍ、２２か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ４６，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社創 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 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 ０５２１０１１１０２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区永田北地区下水道整備工事 

施工場所 
南区永田北一丁目５番１４号地先から１番１号地先まで 

工事概要 

鋼製さや管方式推進工（Φ５５０㎜～Φ８００㎜、Ｌ＝６３．１ｍ）、ライナープレート

立坑築造工（Ｈ＝４．２ｍ～５．７ｍ、３か所）、特殊人孔築造工１か所、分水人孔築造

工２か所、地盤改良工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ５２，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【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７年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工実績を

有すること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）施工実績調書（工

事内容欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書

及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、亜細亜工業写真株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 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 ０５２１０１１１０３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区白根地区環境整備工事 

施工場所 
旭区上白根二丁目６２番４号地先から上白根町２８６番地先まで 

工事概要 

泥濃式推進工（Φ８００㎜、Ｌ＝１０４．９ｍ）、ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝  ７

．１ｍ～１１．９ｍ、２か所）、塩ビ管布設工（Φ４５０㎜～Φ６００㎜、５１．５ｍ）、特殊

人孔築造工２か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年１０月３１日まで 

予定価格 １０５，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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７年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工実績 

を有すること。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に推進工

法の種類、管径及び延長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写

し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社福寿企画、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

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 ０５２１０１１１０４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区藤が丘地区下水道整備工事（その２２） 

施工場所 
青葉区藤が丘一丁目１７番地の５地先から２７番地の２３地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝１４１．５ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝２．１ｍ～

３．１ｍ、６か所）、雨水浸透桝設置工２１か所、塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～  Φ２

００㎜、Ｌ＝９５．４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ２７，１８０，０００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 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、旭

区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１１０５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区瀬谷飯田雨水幹線下水道整備工事（その１１） 

施工場所 
泉区上飯田町４３８番地先 

工事概要 
排水樋管築造工（□３，１００㎜×３，１００㎜、Ｌ＝１５．７ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 ５２，０９０，０００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 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

  が、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあるこ

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）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０ 
 

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 ０５２１０１１１０５ 

工事件名 
西部処理区瀬谷飯田雨水幹線下水道整備工事（その１１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施

  工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了

している場合は隣接施工には該当しない。）：西部処理区瀬谷飯田雨水幹線下水道整備

工事（その１０） 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１１０６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区和泉地区下水道整備工事（その１５１） 

施工場所 
泉区和泉町９６６番地先から９９３番地先まで 

工事概要 

低耐荷力圧入二工程推進工（Φ２５０㎜、Ｌ＝２２ｍ）、鋼製さや管方式推進工（Φ５００

㎜、Ｌ＝１７．４ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝２２５．２ｍ）、ライナープレート立

坑築造工（Ｈ＝３．７ｍ～６．３ｍ、３か所）、人孔築造工１７か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ４３，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、旭

区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０ 
 

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 ０５２１０１１１０７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子区汐見台地区下水道改良工事（その１９） 

施工場所 
磯子区汐見台３丁目１番地から３番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝１６０．９ｍ）、ヒューム管布設工（Φ

４５０㎜～Φ７００㎜、Ｌ＝１６２．８ｍ）、人孔築造工２１か所、Ｌ型側溝工Ｌ＝

５８３．６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ８２，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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、南

区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかに

あること。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１ 
 

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 ０５２１０１１１０８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区栄区庄戸地区下水道再整備工事（その４） 

施工場所 
栄区庄戸三丁目５番地先から１０番地先まで 

工事概要 

汚水取付管布設工（Φ１５０㎜、Ｌ＝３１９．８ｍ、１１１か所）、雨水取付管布設工 

（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、６２３．８ｍ、２４６か所）、舗装仮復旧工５７６．５㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ４７，０２０，０００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 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、南

区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかに

あること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１  

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 ０５２１０１１１１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区伊勢佐木地区下水道再整備工事（その４） 

施工場所 
中区末吉町３丁目５１番地先から伊勢佐木町７丁目１５４番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ４００㎜、Ｌ＝６７２．８ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０

㎜～Φ６８０㎜、Ｌ＝２７７．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 １７１，２４０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知された土木に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。     

提出書類 

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

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

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

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

。） 

設計図書の購入先・申込期限 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

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 ０５２１０１１１１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区俣野地区下水道整備工事（その２１） 

施工場所 
戸塚区俣野町１４０３番地１９から１４０３番地２６まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝３８８．９ｍ）、強プラ管布設工（Φ

７００㎜～Φ８００㎜、Ｌ＝５０６．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 １６１，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（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０５２１０１１１１２番及び０５

２１０１１１１３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 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０ 
 

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 ０５２１０１１１１２ 

工事件名 
西部処理区俣野地区下水道整備工事（その２１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１１３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０５２１０１１１１２番及び０５２１０１１１１３

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１１２番に記載する。           

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

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。  

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

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

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）契約番号０５２１０１１１１２番の工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１１１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園等移管道路整備工事 

施工場所 
戸塚区俣野町１４０３番地１９から１４０３番地２６まで 

工事概要 

土工（バックホウ掘削積込１，５２７㎥、人力掘削・積込５７㎥）、Ｌ型側溝工９８７．３

ｍ、舗装工３，０７０㎡、準備工 一式、雑工 一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１１１２番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１１２番に記載する。 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１１１２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０５２１０１１１１２番に記載する。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２３０１１０２２ 

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（第３工区電気設備工事） 

施工場所 
都筑区勝田町２６６番地１ほか 

工事概要 

住戸改善工（１０号棟及び１１号棟、ＲＣ造、地上５階建、延床面積２，６７９㎡、計

６０戸）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１３日まで 

予定価格 ２５，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 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、南

区内、港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚

区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 １０時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６  

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 ０５２３０１１０２３ 

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（第３工区衛生設備工事） 

施工場所 
都筑区勝田町２６６番地１ほか 

工事概要 

住戸改善工（１０号棟及び１１号棟、ＲＣ造、地上５階建、延床面積２，６７９㎡、計 

６０戸）の建築工事に伴う衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１３日まで 

予定価格 ５７，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、磯子区内、金沢区内、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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３１０１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見区岸谷一丁目地内道路整備工事 

施工場所 
鶴見区岸谷一丁目１８６２番地先から１８６８番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工（半たわみ性舗装）８９０㎡、洗い出し平板設置工２３９㎡、インタ

ーロッキングブロック設置工５０㎡、路盤工９０㎡、舗装版切断工Ｌ＝１１５ｍ、舗装版

直接掘削積込６０㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝６０ｍ、雨水桝設置工２か所、区画線設置工Ｌ＝

５０５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５２１－６６５１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３７０１１０１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷区今井町地内歩道拡幅及び道路整備工事 

施工場所 
保土ケ谷区今井町１７番地先から１２７番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，７４１㎡、アスファルト７１４㎡、舗装版切断工Ｌ＝５８０ｍ、

舗装版破砕工５６６㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝４６８ｍ、雨水桝設置工４か所、集水桝工２３か

所、人孔調整工３４か所、区画線設置Ｌ＝１，０９０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ４２，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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、保

土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のい

ずれかにあること。 

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 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３８０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 旭区下川井町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 旭区下川井町２６番から都岡町３番までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，０００㎡、半たわみ性アスファルト舗装工３，０００㎡、路面切

削工６，０００㎡、舗装版切断工Ｌ＝１７０ｍ、区画線設置工Ｌ＝２，３７０ｍ、人孔調

整工８か所 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 ３３，５５０，０００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 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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）工事完成検査結果

通知書の写し（ただし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されて

いる者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３８０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区川島町地内ほか３か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区川島町３００７番地先から３０５０番地先までほか３か所 

工事概要 

アスファルト舗装工６，７８０㎡、不陸整正工１，５３６㎡、舗装版切断工Ｌ＝４２７ｍ、路

面切削工５，７３０㎡、舗装版破砕積込工１，０５０㎡、区画線設置工Ｌ＝１，８８４ｍ、人

孔調整工４０か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１６日まで 

予定価格 ３０，８２０，０００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 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、保

土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のい

ずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３８０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区白根四丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区白根四丁目１４番１３号地先から２４番３号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，７８０㎡、路盤工２，６９９㎡、舗装切断工Ｌ＝３４２ｍ、舗装

版破砕積込工２，７２２㎡、区画線設置工Ｌ＝５４７ｍ、人孔調整３０か所、歩車道ブロ

ック設置工Ｌ＝１１０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 ２３，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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、保

土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のい

ずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社リバーストン、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３９０１１０１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子区洋光台一丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
磯子区洋光台一丁目１２番先ほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，２６８㎡、不陸整正工１，２６８㎡、舗装版切断工Ｌ＝４９４ｍ、舗

装版破砕積込工１６７㎡、ＬＵ型側溝工Ｌ＝３７７ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝８０ｍ、区画線設置工

Ｌ＝５５８ｍ 

工期 契約締結の日から１４０日間 

予定価格 ２３，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ３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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４００１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢区谷津町地内舗装補修工事 

施工場所 
金沢区谷津町４０番９５地先から金沢町４９番１３地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，１３３㎡、路盤工３，１３３㎡、舗装版切断工Ｌ＝９４３ｍ、舗

装版直接掘削積込３，２２２㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝８７０ｍ、雨水桝蓋枠取替工４１か所、

区画線設置工Ｌ＝２４２ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２０日まで 

予定価格 ２７，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ３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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

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 ０５４４０１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑区すみれが丘地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
都筑区すみれが丘５番から２０番までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工４，３４８㎡、不陸整正工３，４３８㎡、舗装版切断工Ｌ＝６０９ｍ

、舗装版直接掘削積込工４，３８６㎡、ＬＵ側溝工Ｌ＝２１４．６ｍ、Ｌ側溝工Ｌ＝

１０７．１ｍ、区画線設置工Ｌ＝９８６ｍ、集水桝築造工１か所、人孔調整工２３か所 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ３１，５８０，０００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、保

土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のい

ずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２１日（水）午後 ３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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２０５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
黒須田小学校新築工事（第２工区建築工事） 

施工場所 
青葉区黒須田３４番地の１ 

工事概要 

ＲＣ造（一部Ｓ造）、地上３階建、延床面積２，６２９．７３㎡、既製コンクリート杭基

礎（Ｌ＝５ｍ～６ｍ、８本） 

工期 契約締結の日から平成１８年１２月２０日まで 

予定価格 ４７４，８００，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 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 ０５７１０１１２０６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
黒須田小学校新築工事（電気設備工事） 

施工場所 
青葉区黒須田３４番地の１ 

工事概要 

ＲＣ造（一部Ｓ造）、地上４階建、延床面積９，８４６．１６㎡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１２月２０日まで 

予定価格 ２１１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 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 

（１）提出書類のうち、（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）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。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

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

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 ０５７１０１１２０６ 

工事件名 
黒須田小学校新築工事（電気設備工事） 

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

  の電気に係る工事最高請負実績の元請金額の合計が、１３３，１８２，０００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電気に係る工事

最高請負実績の元請金額が、１３３，１８２，０００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 ０５７１０１１２０７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
黒須田小学校新築工事（衛生設備工事） 

施工場所 
青葉区黒須田３４番地の１ 

工事概要 

ＲＣ造（一部Ｓ造）、地上４階建、延床面積９，８４６．１６㎡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１２月２０日まで 

予定価格 １８８，８００，０００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 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 

 

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 

ＪＦＥネット株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２２日（木）午前 １０時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 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  

 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

79 

 

横浜市調達公告第 162 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８月 30 日 

                                契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ 高性能複写機 

１台の借入 

財政局契約部契

約第二課 

中区港町１丁目

１番地 

平成 17 年

６月 21 日

日立キャピタル株

式会社神奈川支店

神奈川区栄町 1番

地１ 

円

5,245,800

指名競争

入札 

平成 17 年

５月 10 日

－ 

２ 住民記録シス

テム端末機器 

一式の借入

（その１） 

同 同 富士通リース株

式会社 

東京都新宿区西

新宿２丁目７番

１号 

 41,463,555

同 同 － 

３ 住民記録シス

テム端末機器 

一式の借入

（その２） 

同 同 センチュリー・

リーシング・シ

ステム株式会社

横浜支店 

西区北幸一丁目

11 番 11 号 

 35,956,200

同 同 － 

４ 電界放射型電子

線マイクロアナ

ライザ 一式の

借入 

同 同 芙蓉総合リース

株式会社 

東京都千代田区

三崎町３丁目３

番 23 号 

2,802,555

同 同 － 

５ 夏制服 男性半

袖上衣 約

3,260 着、男性

長袖上衣 約

3,295 着、男性

ズボン 約

3,548 着、女性

半袖上衣 約 92

着、女性長袖

上衣 約 118

着、女性スカ

ート 約 76

着、女性ズボ

ン 約 71 着の

製造 

同 平成 17 年

7 月 7 日 

株式会社金原 

保土ヶ谷区西谷町

893 番地 

58,052,904

同 同 － 

６ 学校事務用パー

ソナルコンピュ

ータ等 一式の

購入（その１） 

同 平成 17 年

６月 21 日

株式会社ボーテッ

クス 

西区楠町 14 番地

５ 

40,391,505

同 同 － 
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７ 学校事務用パー

ソナルコンピュ

ータ等 一式の

購入（その２） 

同 同 株式会社コンピュ

ータ・キタムラ 

港北区新横浜三丁

目３番地 15 

39,268,152

同 同 － 

８ 学校事務用パー

ソナルコンピュ

ータ等 一式の

購入（その３） 

同 同 同 

37,483,236

同 同 － 

９ 学校事務用パー

ソナルコンピュ

ータ等 一式の

購入（その４） 

同 同 株式会社ミナト事

務器 

南区中里一丁目９

番 27 号 

39,137,280

同 同 － 

10 小学校教育用コ

ンピュータ 等 

一式の借入 

同 同 日本電子計算機株

式会社 

東京都千代田区丸

の内３丁目４番１

号 

26,767,230

同 同 － 

11 中学校教育用

コンピュータ

一式の借入 

同 同 ダイヤモンドリ

ース株式会社 

横浜支店 

西区北幸一丁目

4番１号 

56,154,000

同 同 － 

12 ＩＣカードリー

ダライタ装置 

一式の借入 

同 平成 17 年

７月 26 日

日立キャピタル株

式会社神奈川支店

神奈川区栄町１番

地１ 

8,724,450

同 平成 17 年

６月 10 日

－ 
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水道局調達公告第 36 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、「鶴ヶ峰駅から西谷φ１１００ｍｍ導水管補強及び都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事

（その６）」ほか 18 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成 17 年８月 30 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９月２日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

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

めない。 

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

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

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

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

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

自保管するものとする。 

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

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

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

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

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

わないときは、当該入札事務に関係のない当局職員を立ち会わせるものとする。 

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

がないときは、当該入札を不調とする。 

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

ること。 

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

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

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３( 8 )及び( 9 )に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

て通知に代えるものとする。 

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

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

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

まで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

( 3 )イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ものとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

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

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

札者としないものとする。 

(10)( 2 )の入札参加資格の確認の結果、落札となるべき同価の入札をした者（( 6 )の調査を行った後、

落札者としない者があった場合はその者を除く。）が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ
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て落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、その者

に代わり当該入札事務に関係のない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 ０５５２０１１１７６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴ケ峰駅から西谷φ１１００ｍｍ導水管補強及び都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事

（その６） 

施工場所 
旭区川島町１，７６４番地先から保土ヶ谷区川島町１，４７２番地先まで 

工事概要 

導送水管新設工事（巻込み鋼管拡管φ９００ｍｍ：５８０ｍほか）一式、立坑土工事一式

、付帯工事一式 

工期 契約締結の日から２１０日間 

予定価格 ３３２，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種  

格付等級  

登録細目  

所在地区分 制限なし 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日から入札日の間に完成した工事で口径９００ｍｍ以上の導送水管布設工

事（工事内容に同口径以上の鋼管溶接工事を含む）の元請実績を有し、かつ土木工事業及

び水道施設工事業の許可を有すること。 

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 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９月８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 ０５５２０１１１７６ 

工事件名 
鶴ケ峰駅から西谷φ１１００ｍｍ導水管補強及び都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事

（その６） 

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。 
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契約番号 ０５５２０１１１７７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴ヶ峰駅から西谷φ１１００ｍｍ導水管補強及び都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事

（その３） 

施工場所 
保土ヶ谷区川島町６７４番地先から１，４９８番地先まで 

工事概要 

導送水管新設工事（巻込み鋼管拡管φ１，０４０ｍｍ：３１０ｍほか）一式、立坑土工事

一式 

工期 契約締結の日から２１０日間 

予定価格 ２３９，９５０，０００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  

格付等級  

登録細目  

所在地区分 制限なし 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日から入札日の間に完成した工事で口径９００ｍｍ以上の導送水管布設工

事（工事内容に同口径以上の鋼管溶接工事を含む）の元請実績を有し、かつ土木工事業及

び水道施設工事業の許可を有すること。 

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２日  

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 ９月２２日（木）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 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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局建設課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１７７ 

工事件名 
鶴ヶ峰駅から西谷φ１１００ｍｍ導水管補強及び都岡幹線φ３８インチ送水管更新工事

（その３） 

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 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

88 

契約番号 ０５５２０１１１８０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
六ッ川三丁目φ１００から４００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
南区六ッ川三丁目７２番地の５先から保土ヶ谷区狩場町２１４番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：７３３ｍ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１６０日間 

予定価格 １９０，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

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 ９月 ２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 ９月２２日（木）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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所  
 

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１８０ 

工事件名 
六ッ川三丁目φ１００から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１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１８１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
伊勢佐木線φ５００ｍｍ配水管改良工事（その５） 

施工場所 
中区山田町６番地の１先から長者町４丁目１１番地の８先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＫＦ・Ｓφ５００ｍｍ：５８３ｍ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１６０日間 

予定価格 １８９，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所  
 

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１８１ 

工事件名 
伊勢佐木線φ５００ｍｍ配水管改良工事（その５） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１８２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
永田山王台ほか７か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
南区永田山王台６番１号先から永田山王台３２番２３号先までほか７か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：１，４６５ｍ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１６０日間 

予定価格 １５８，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）午前 １０時５０分 

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

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

ある場合は、平成１７年９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１８２ 

工事件名 
永田山王台ほか７か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１８３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
今井配水池流出管φ９００ｍｍ配水管新設工事（その５） 

施工場所 
戸塚区品濃町１，８３５番地先から平戸三丁目４８番１号先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｐ２φ９００ｍｍ：１４１ｍほか）一式、配水管撤去工事一式

、泥濃推進工（φ１，１００ｍｍ：１３９ｍ）一式、発進立杭ライナープレート土留工及

び土工一式 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 １４６，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

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 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

ある場合は、平成１７年９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１ 
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契約番号 ０５５２０１１１８３ 

工事件名 
今井配水池流出管φ９００ｍｍ配水管新設工事（その５） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１８４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
東寺尾共同溝から鶴見配水池φ７００ｍｍ送水管新設工事 

施工場所 
鶴見区東寺尾六丁目３６番先から馬場四丁目２９番先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｓ・ＫＦφ７００ｍｍ：４２５ｍほか）一式、推進工事（泥水

推進工法）一式、立坑工事一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１６５日間 

予定価格 １３４，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、オリエント株式会社 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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９月８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 ０５５２０１１１８４ 

工事件名 
東寺尾共同溝から鶴見配水池φ７００ｍｍ送水管新設工事 

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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

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

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

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

の者で、次の（１）、（２）又は（３）のいずれかに該当すること。 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１８５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
本牧元町ほか９か所φ１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
中区本牧元町３７番８号先から本牧原３３番１２号先までほか９か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：１，００１ｍ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１６０日間 

予定価格 １２３，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 
※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）午前 １１時２０分 

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

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１８５ 

工事件名 
本牧元町ほか９か所φ１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１８６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
岡村四丁目φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
磯子区岡村四丁目８番１８号先から南区蒔田町９９０番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：５２０ｍ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１７５日間 

予定価格 ７５，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

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 ９月 ２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 ９月２２日（木）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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１８６ 

工事件名 
岡村四丁目φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

平成１６年度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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

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

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

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

の者で、次の（１）、（２）又は（３）のいずれかに該当すること。 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１８７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
元久保町φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
西区元久保町８番４号先から南区三春台１３６番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：８２３ｍ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１６０日間 

予定価格 ７１，２００，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

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 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１８７ 

工事件名 
元久保町φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

平成１６年度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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

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

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

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

の者で、次の（１）、（２）又は（３）のいずれかに該当すること。 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                第 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

104 

契約番号 ０５５２０１１１８８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中村線φ４００ｍｍ配水管改良工事 

施工場所 
中区石川町２丁目６６番地の３先から元町５丁目１８８番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｐ２φ４００ｍｍ：３１５ｍ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１６５日間 

予定価格 ６６，３９０，０００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 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 水道局南部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１１８８ 

工事件名 
中村線φ４００ｍｍ配水管改良工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

【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９月８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 ０５５２０１１１８９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
高田西一丁目ほか１か所φ１００から６００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港北区高田西一丁目１６番２８号先から新吉田町４９１番の１先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４０６ｍ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１７０日間 

予定価格 ５４，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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９月８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 ０５５２０１１１８９ 

工事件名 
高田西一丁目ほか１か所φ１００から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】 

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

８月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

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

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

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

の者で、次の（１）、（２）又は（３）のいずれかに該当すること。 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平安町ほか１か所φ１００から２００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区平安町２丁目１１番地の２先から１５番地の１先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：３６９ｍ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１５５日間 

予定価格 ４７，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 
※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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９月８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 ０５５２０１１１９０ 

工事件名 
平安町ほか１か所φ１００から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１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
馬場六丁目ほか１か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区馬場六丁目１６番１３号先から１８番４号先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：２６７ｍ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１５５日間 

予定価格 ４２，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社創 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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９月８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 ０５５２０１１１９１ 

工事件名 
馬場六丁目ほか１か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大熊町ほか１か所φ１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
都筑区大熊町７３番地先から９１番地先まで ほか１か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：５９１ｍほか）一式、取付替工事一式、路

面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１４０日間 

予定価格 ３９，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、亜細亜工業写真株式会社 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１１９２ 

工事件名 
大熊町ほか１か所φ１００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

【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９月８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）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す

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 ０５５２０１１１９３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
矢向一丁目φ１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区矢向一丁目１番４１号先から８番２４号先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：５０８ｍ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 ３７，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 
※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社福寿企画、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 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９月８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 ０５５２０１１１９３ 

工事件名 
矢向一丁目φ１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

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

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１ 

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（４）【入札参加 

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並 

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
小雀浄水場２系沈澱池太陽光発電設備設置工事（２号池） 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

フロート一体型太陽電池 一式、パワーコンディショナ 一式ほか 

工期 契約締結の日から１３０日間 

予定価格 ８４，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種  

格付等級  

登録細目  

所在地区分 制限なし 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

太陽光発電設備における補助金対象工事の元請実績があるもの（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。）。 

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 水道局設備課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１１９４ 

工事件名 
小雀浄水場２系沈澱池太陽光発電設備設置工事（２号池） 

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】については、施工実績調書（工事内容欄に設備に関する能力、機種形式、台数

、納入年月、稼動年月、実運転時間等を記入すること。）、施工内容の確認できる書類（ 

竣工時工事カルテ受領書の写し等） 

 

【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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

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

額と一致させること。 

（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種

工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
小雀１系沈澱池傾斜管設置工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

傾斜管設置工事 一式 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 ４８６，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級  

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

水道施設工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

※次頁のとおり 

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

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）午後 ３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  該当しない 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 水道局小雀浄水場   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１１９８ 

工事件名 
小雀１系沈澱池傾斜管設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

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

の上水道事業、工業用水道事業、若しくは他事業（下水道事業等）における水処理設備の

設置工事の元請としての施工実績を有するもの。 

（２）平成１７・１８年度工事請負等入札参加資格申請における登録工種の機械器具設置

に係る工事の最高請負実績の元請金額が、３０６，５０１，３００円以上であること（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）本工事において製作・設置する傾斜管設置について、設計できる部門並びに工事、

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

た、機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 

 

※（１）、（２）及び（３）の条件を有すること。 

 

 

【提出書類】 

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

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

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

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）（４）【入札参加資 

格その他】の（１）については、施工実績調書（工事内容欄に設備に関する能力、機種形

式、台数、用途、納入年月、稼動年月、実運転時間等を記入すること。）、施工内容の確 

認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）（５）【入札参加資格その他】の（３ 

）については、正従業員数（設計・製造・検査業務従事者数及び設計部署・設計技術者数

）、アフターサービス体制が確認できる組織表 

 

【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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

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

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金

額と一致させること。 

（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種

工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
小雀３系沈澱池フロキュレーター改良工事（その１）［３・４号池］ 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

１段目フロキュレーター交換 ２基、２段目フロキュレーター交換 ２基、３段目フロキ

ュレーター交換 ２基、電気工事 一式 

工期 契約締結の日から１４０日間 

予定価格 １４３，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級  

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

水道施設工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

提出書類 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）午後 ３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 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 水道局設備課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１１９９ 

工事件名 
小雀３系沈澱池フロキュレーター改良工事（その１）［３・４号池］ 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

（１）平成７年４月１日から入札日までの間に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内

の上水道事業、工業用水道事業、若しくは他事業（下水道事業等）における水処理設備の

設置工事の元請としての施工実績を有するもの。 

（２）平成１７・１８年度工事請負等入札参加資格申請における登録工種の機械器具設置

に係る工事の最高請負実績の元請金額が、９０，３９８，７００円以上であること（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）本工事において製作・設置するフロキュレータ設備について、設計できる部門並び

に工事、技術管理及び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事、施工及び監理できる

こと。また、機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 

 

※（１）、（２）及び（３）の条件を有すること。 

 

 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写）（２）配置技術者（変更）届出書（３）主任技術者を配

置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の

写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月

２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）（４）【入札参加資 

格その他】の（１）については、施工実績調書（工事内容欄に設備に関する能力、機種形

式、台数、用途、納入年月、稼動年月、実運転時間等を記入すること。）、施工内容の確 

認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）（５）【入札参加資格その他】の（３ 

）については、正従業員数（設計・製造・検査業務従事者数及び設計部署・設計技術者数

）、アフターサービス体制が確認できる組織表 

 

【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９月８日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

（２）入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札金

額と一致させること。 

（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種

工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第 37 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、「水道計測設備設置工事」ほか２件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成 17 年８月 30 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９月２日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において入札書を提出すること。また、郵便による入札は認

めない。 

(3) 入札書は、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得に定める様式を用いること。 

(4) 入札にあたっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、当局が工事ごとに定めた設

計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させるこ

と。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。なお、

当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求められる場合があるので、入札後も落札決定までの期間は各

自保管するものとする。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の５に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするの

で、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(6) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち会

わないときは、当該入札事務に関係のない当局職員を立ち会わせるものとする。 

(7) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格

で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

(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
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ること。 

(9)特定建設共同企業体が入札を行う場合は、入札書に共同企業体名、共同企業体の代表構成員の所在地、

商号又は名称及び代表者名を記載して入札を行い、共同企業体協定書兼委任状をあわせて提出すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３( 4 )の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 

(5) 建設共同企業体の構成員となっている者が、同一の入札において単体又は他の建設共同企業体の構成

員として入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３( 8 )及び( 9 )に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を

行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を発

表し、落札の決定は保留する。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(3) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

その旨通知する。落札者以外の入札参加者については、入札の結果を一般の閲覧に供することをもっ

て通知に代えるものとする。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者

のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、( 2 )の入札参加資格の確認を行う。

以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

(4) ( 2 )の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、入

札日（( 3 )イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後

５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が

提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、

( 3 )イの手続により落札者を決定する。 

(5) ( 3 )イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、

当該落札候補者に通知する。 

(6) ( 2 )の入札参加資格の確認の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、当

該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かない

者があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない当局職員をしてくじを引かせ落札者を決定

するものとする。 

(7) 入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等

措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除

く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもっ

て入札を行った他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得第 27 条

及び第 28 条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払いの

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
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

125 

契約番号 ０５５２０１１１９５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
水道計測設備設置工事 

施工場所 
都筑区中川中央二丁目１番４号ほか 

工事概要 

水道計測盤（水質タイプ）一式、水道計測盤（圧力タイプ）一式、電気材料一式、据付配

線工事一式、試験調整一式、掘削・埋戻し工事一式 

工期 契約締結の日から１７０日間 

予定価格 １６，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（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日から入札日までの間に完成した、上下水道事業又は工業用水道事業にお

ける計装機器に係る改良等の工事の元請実績、又は下請実績を有するもの。 

提出書類 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）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 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が

ある場合は、平成１７年９月８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 水道局設備課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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契約番号 ０５５２０１１１９５ 

工事件名 
水道計測設備設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写）（２）主任技術者届出書（第７号様式）（３）（２）に 

記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）（４）

配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）（５）

【入札参加資格その他】の元請実績の場合は、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）。また、下請実績の場合は、施工実績調書並びに施

工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載さ

れた部分の写し。 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ヶ谷共同溝流量計設置工事 

施工場所 
保土ヶ谷区和田二丁目３番先 

工事概要 

水道計測盤一式、圧力伝送器一式、電気材料一式、機械材料一式、機器据付一式、電気工

事一式、試験調整一式、路面掘削・復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１７０日間 

予定価格 １３，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（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日から入札日までの間に完成した、上下水道事業又は工業用水道事業にお

ける計装機器に係る改良等の工事の元請実績、又は下請実績を有するもの。 

提出書類 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月 ２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 ９月２２日（木）午後 ３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９月８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 水道局設備課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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契約番号 ０５５２０１１１９６ 

工事件名 
保土ヶ谷共同溝流量計設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写）（２）主任技術者届出書（第７号様式）（３）（２）に 

記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）（４）

配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）（５）

【入札参加資格その他】の元請実績の場合は、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）。また、下請実績の場合は、施工実績調書並びに施

工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載さ

れた部分の写し。 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５２０１１１９７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新井町φ７５から３００ｍｍ配水管新設に伴う給水管取付替工事 

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 

給水管取付替φ２５ ６６箇所、給水管取付替φ５０ ３６箇所 

工期 契約締結の日から１３５日間 

予定価格 １５，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に、専任の技術者として

従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

横浜市水道局指定給水装置工事事業者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（２）主任技術者届出書（第７号様式）（３）（２）に 

記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）（４）

配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

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 ９月 ２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 ９月２２日（木）午後 ３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９月８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 水道局保土ヶ谷営業所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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交通局調達公告第31号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「１・３号線ホーム柵等設置に伴う電源改修工事」外１件の工事について、一般競争入札を

行う。 

平成17年８月30日 

 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 魚 谷 憲 治 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（昭和52年８月交通局規程第12号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同

条第２項の規定に基づき横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める

資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措

置を受けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を次項第２号に定める手続により購入した者であること。 

(6) その他詳細については横浜市交通局契約規程、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱及

び横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に交通局総務部財務課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成17年９月２日午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込手続 

横浜市交通局総務部財務課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) 前項に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において入札書を提出すること。また、郵便による入札は

認めない。 

(3) 入札書は、設計図書の販売とあわせて交付する所定の用紙を用いること。 

(4) 入札に当たっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた

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) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

るので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 

(6) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち

会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。 

交 通 局 



横浜市報調達公告版 

                                第 37 号 平成 17 年８月 30 日発行 

                                                                                 

131 

(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) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 

(2) 第１項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は前項第４号の定めに従わない工事費内訳書を提出

した者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 

(5) 建設共同企業体の構成員となっている者が、同一の入札において単体又は他の建設共同企業体の構

成員として入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) 前項第８号及び第９号に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内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、前号の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定す

るまで同様の手続を繰り返す。 

(4) 第２号の入札参加資格の確認に当たっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、

入札日（前号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の

午後５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書

類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者で

ないとし、前号イの手続により落札者を決定する。 

(5) 第３号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、

当該落札候補者に通知する。 

(6) 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、第２号の入札参加資格

の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(7) 前号の調査の結果、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) 第６号の調査に当たっては、当該落札候補者は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱

要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時までに提出し、また、調査のために必要な指示に従わ

なければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は横浜市交通事業管理者の指示に従わ

ない場合には、前号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) 前号に定める書類は、第３項第４号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、第７号に該当するものとし当該落札

候補者を落札者としないものとする。 
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(10)第２号の入札参加資格の確認の結果、落札となるべき同価の入札をした者（第６号の調査を行った

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交通局一般競争参加停止及び指名停止

等措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を

除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格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、横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得第27条及

び第28条の規定よる。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

８ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技

術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が第１項に定める

入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合は、この限り

でない。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

 (7) 第５項第２号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第

25条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定

された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、入札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の

元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当

該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市交

通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留

意すること。 

(8) 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第５項第４号若しくは第８号に定める書類を提出しない場合

は、横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を

行う。 

(9) その他この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の前

払金に関する規程、横浜交通局市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市交通局工事請負等競

争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０５５３０１１０２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
１・３号線ホーム柵等設置に伴う電源改修工事 

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２番地２０号ほか３１か所 

工事概要 

電気室設備工（負荷盤改造４０か所）一式、幹線設備工（分電盤新設５３面、改造９面・

配線工）一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ５１，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ３５，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

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）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事してい

ない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登録されている者又は平成１

１年４月１日から平成１７年７月３１日までの間に通知された電気に係る工事の横浜市交

通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。 

（２）平成１６年災害協力業者名簿に登録されている者であること。 

提出書類 
※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市交通局財務課掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２８日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区万代町１丁目１番地教育文化センタービル９階交通局大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 
※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８７  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２  
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契約番号 ０５５３０１１０２７ 

工事件名 
１・３号線ホーム柵等設置に伴う電源改修工事 

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（第６号様式）  

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）。（５）工事完成検査結果通知 

書の写し（ただし、平成１６年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） 

 

【注意事項】 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の詳細な工事

費内訳書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、

入札金額と一致させること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。   

（２）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る

低入札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部入札日の

翌開庁日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５３０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
高速鉄道４号線電車線路工事（センター工区） 

施工場所 
都筑区中川中央１番１号から都筑区川和町１７９０番先まで 

工事概要 

カテナリー電車線路工（支持物、カテナリ電車線約１．６ｋｍ）一式、アルミＴ型剛体電

車線路工（支持物、アルミＴ型剛体電車線約２．２ｋｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 ２７０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 １８９，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

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、準市内又は市外 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。当該技術者は入札日にお

いて、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過して

おり、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなけれ

ばならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

提出書類 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月 ２日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市交通局財務課掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年 ９月２８日（水）午前 １０時４５分 

入札及び開札場所 中区万代町１丁目１番地教育文化センタービル９階交通局大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８６  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２ 
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契約番号 ０５５３０１１０２９ 

工事件名 
高速鉄道４号線電車線路工事（センター工区） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

 上記の技術者は平成７年４月１日から入札日までの間に完成した、き電吊架・シンプル

カテナリ方式及びアルミＴ型剛体方式の電車線路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日から入札日までの間に完成した、き電吊架・シンプルカテナリ方式及

びアルミＴ型剛体方式の電車線路工事の元請としての施工実績を有すること。（当該施工

実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限

る） 

 

  

 

 

【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

事内容欄に路線名及び工事概要を記入すること） （３）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）。（４）施工実績調書（工事内容欄に路線名及び工事 

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） 

 

【注意事項】 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の詳細な工事

費内訳書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、

入札金額と一致させること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。   

（２）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る

低入札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部入札日の

翌開庁日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効と

する。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 


