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第 39 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（新墓園東側園地等整備工事（電気設備 

工事） ほか 44 件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････２ 

△2,500 万円以上の一般競争入札の施行（市道五貫目第７８号線（五貫目地区）道路整備工事（そ 

の３） ほか 53 件）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 52 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（焼却設備用白灯油 約 760,000 リットルの購入）････････123 

△特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････ 125 

 

【交通局】 

△2,500万円以上の一般競争入札（平成17年度上永谷高架橋等改修工事 ほか２件）･････････････････126 
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横浜市調達公告第 175 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、「新墓園東側園地等整備工事（電気設備工事）」ほか 44 件の工事について、一般競争入札を

行う。 

平成17年９月13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 16 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

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

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

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

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

格で 低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

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

すること。 

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

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

ること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３(8)及び(9)に定める方法によらない入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

って通知に代えるものとする。 

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

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

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

を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

決定するものとする。 

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

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

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を
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行った他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28 条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

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

の回数に含まない。 

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

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

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

来高に応じて行う。 

 

８ その他 

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

否かは、工事ごとに明示する。 

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

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

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

る。 

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

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

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

とはできないものとする。 

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

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

当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

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

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

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

と。 

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

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 ０５０６０１１０１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 新墓園東側園地等整備工事（電気設備工事） 

施工場所 戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 
受変電設備工一式、電線管路工８２０ｍ、照明灯設置工１３基 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 １５，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６  

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 ０５１２０１１０６３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 港南・南・金沢区道路照明灯設置工事 

施工場所 港南区日限山一丁目地内ほか１９か所 

工事概要 
道路照明灯設置工８基、照明灯建替工４８基 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ２３，５３０，０００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 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した建柱車を使用した電気設備工事（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）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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

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 ０５１２０１１０６９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 市道馬車道通第７１３３号線歩道整備工事 

施工場所 中区港町４丁目１６番地先から伊勢佐木町１丁目２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２６６㎡、明色舗装工１２７㎡、インターロッキングブロック設置工

３６４㎡、視覚障害者誘導用ブロック設置工２５㎡、路盤工３８８㎡、路面切削工３９３

㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝４４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １８，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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

９月１日から平成１７年８月３１日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） （５）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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時２５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７３１  

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 ０５１２０１１０７０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 市道汐入第１４・１６・１７号線街路整備工事 

施工場所 鶴見区小野町１番地先から６番地先まで 

工事概要 アスファルト舗装工１，０３６㎡、路盤工１，０３６㎡、舗装版切断工Ｌ＝６６ｍ、Ｌ型

側溝工Ｌ＝２０２ｍ、区画線設置工Ｌ＝１４５ｍ 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 １９，９４０，０００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 

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

９月１日から平成１７年８月３１日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

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

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

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

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

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５ 
 

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 ０５１２０１１０７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 関内・関外地区歩行者系案内標識設置工事 

施工場所 中区山下町６１番地ほか 

工事概要 

小型地図案内板設置工３基、導案内板（矢羽型）設置工３基、誘導案内板（矢羽型）設置

工５基 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 ２０，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：道路標識設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工工事業又は鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８５  

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 ０５１４０１１０４６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋梁地盤改良工その３） 

施工場所 神奈川区橋本町２丁目１番２５ 

工事概要 

地盤改良工（サンドコンパクションパイル打設工、Φ７００㎜、平均杭長５．０ｍ、杭本

数２５０本）、既設構造物取壊し工 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 １８，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したサンドコンパクションパイル工法を用いた地盤改良工を

含む工事の元請としての施工実績を有する者であること（当該施工実績が共同企業体の構

成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

提出書類 ※次頁のとおり 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 ９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）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を

  指定 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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 ０４５－６７１－７３０２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１４０１１０４６ 

工事件名 
臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋梁地盤改良工その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）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（工事内容欄に地盤改良工の概要を記

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。

ただし、技術適性リストの〔土木〕地盤改良工事（サンドコンパクション工法）ａ区分に

登載されている者は提出不要。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 39 号 平成 17 年９月 13 日発行 

                                                    

                        12

 

契約番号 ０５１４０１１０４７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 大黒ふ頭Ｔ－３号上屋庇屋根補修工事 

施工場所 鶴見区大黒ふ頭構内 

工事概要 

庇屋根張替工７１．５㎡、庇下側鉄板張替工２６０㎡、外壁鉄板塗装工１９４㎡、谷樋防

水補修工１７６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から７０日間 

予定価格 １３，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、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 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 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 ０５２１０１１１３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 港北区大曽根地区下水道工事 

施工場所 港北区大曽根一丁目１９番地先から２８番地先まで 

工事概要 
塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ５００㎜、Ｌ＝１３０．１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 １８，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 ９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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 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 ０５２１０１１１４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 横浜動物の森公園アフリカゾーンカワイノシシ展示エリア基盤造成工事 

施工場所 旭区川井宿町１１１番ほか 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工６本、中低木植栽工４８０本、張芝工１５０㎡）、施設

整備工（フェンス１００ｍ、扉１基） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １６，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－４１２６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１１５５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 都筑処理区緑区中山地区下水道再整備工事（その３） 

施工場所 緑区中山町３０１番地先から３０５番地先まで 

工事概要 
塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝２４３．９ｍ、７３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 １８，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内又は緑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、オリエント株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 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 ０５２１０１１１６０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区瀬谷区内雨水浸透ます設置工事（その７）に伴う付帯工事 

施工場所 
瀬谷区東野１２１番１０地先から１４４番９地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝３０８．５ｍ、１１９か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月２９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５２１０１１１６１番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１６１番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１６１番に記載する。 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１１６１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０５２１０１１１６１番に記載する。 

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 



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 17 年９月 13 日発行 

                                                    

                        17

契約番号 ０５２１０１１１６１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 西部処理区瀬谷区内雨水浸透ます設置工事（その７） 

施工場所 瀬谷区東野１２１番１０地先から１４４番９地先まで 

工事概要 
雨水浸透桝設置工（雨水浸透桝３２か所、接続雨水浸透桝４３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 ２３，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、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） 

なお、主任技術者届出書については、契約番号０５２１０１１１６１番及び０５２１０１

１１６０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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 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 ０５２１０１１１６１ 

工事件名 
西部処理区瀬谷区内雨水浸透ます設置工事（その７） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１６０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０５２１０１１１６１番及び０５２１０１１１６０

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１６１番に記載する。 

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

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）契約番号０５２１０１１６０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 ０５２３０１１０２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 保土ケ谷区総合庁舎空調衛生設備改修工事（機械設備工事） 

施工場所 保土ケ谷区川辺町２番地９ 

工事概要 

空気熱源パッケージ（冷房能力１４kW：２組、１０kW：２組、２０kW：１組、 ３．６kW

：１組）新設、全熱交換器（６００㎥：２台、３１０㎥：１台）新設、既設機器撤去工一

式、庁舎各階の便所における汚水・雑排水管撤去及び新設 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 １５，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉区内、戸塚区内、栄区内、泉区内

又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

  指定 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５３１０１１０２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 鶴見区生麦四丁目地内舗装補修工事 

施工場所 鶴見区生麦四丁目６番地先から９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３１３㎡、不陸整正工１，３１３㎡、仮復旧工３４０㎡、舗装切

断工Ｌ＝６６１ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝６４０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １９，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内又は西区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時０５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３１０１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 鶴見区矢向四丁目地内舗装補修工事 

施工場所 鶴見区矢向四丁目５番地先から１２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，１０２㎡、不陸整正工１，１０２㎡、舗装版切断工Ｌ＝２２１

ｍ、舗装版直接掘削積込１，１０２㎡、仮復旧・段差摺付設置工３２㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝

２８４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２８日まで 

予定価格 １２，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内又は西区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時０５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３２０１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 神奈川土木管内下水道修繕工事（その９） 

施工場所 神奈川土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２４か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝２７ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝５ｍ）、雨水桝修繕工１０か所、インバート修繕工３か所、足掛け金物

修繕工３０か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 １０，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内又は神奈川区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 ９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３２０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 神奈川区七島町地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 神奈川区七島町５番地先から１２番地先まで 

工事概要 
切削オーバーレイ工１，６２７㎡、アスファルト舗装工４９３㎡、路盤工１８５㎡、舗装

版切断工Ｌ＝３１５ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝８８．４ｍ、区画線設置工Ｌ＝９７７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２８日まで 

予定価格 １３，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

奈川区内、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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時０５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３４０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 中区伊勢佐木町地内道路整備工事 

施工場所 中区伊勢佐木町１丁目３番地先から吉田町１番地先まで 

工事概要 
脱色透水アスファルト舗装工３１３㎡、タイル舗装工４０㎡、不陸整正工３５３㎡、路盤

工２７０㎡、舗装版破砕積込２２０㎡、地先境界ブロック設置工Ｌ＝１０．６ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２０日まで 

予定価格 １１，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時２５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３５０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 南太田保土ケ谷線舗装補修工事 

施工場所 南区清水ケ丘１７番地先から１８９番地先まで 

工事概要 
切削オーバーレイ工３，３６０㎡、区画線設置工Ｌ＝１，５６５ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２２日まで 

予定価格 １０，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、南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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時２５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２３  

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 ０５３６０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 港南区笹下六丁目地内道路整備工事 

施工場所 港南区笹下六丁目２番７号地先から３番１２号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工９６７㎡、舗装版切断工Ｌ＝３９５ｍ、舗装版直掘削積込９６７㎡、

Ｌ型側溝工Ｌ＝３５８ｍ、区画線設置工Ｌ＝１８４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １３，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、港南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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時４５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３７０１１０１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 三ツ沢歩道橋改修工事 

施工場所 保土ケ谷区岡沢町８２番地先 

工事概要 

歩道橋改修（鋼材重量０．１１５ｔ）、高欄補修工５３㎡、現場塗装工８２０㎡、舗装工

一式 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １８，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４１０１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 港北区新羽町地内舗装補修工事 

施工場所 港北区新羽町２７１１番地先から２７２７番地先まで 

工事概要 
アスファルト舗装工１，７４９㎡、路盤工１，２５６㎡、舗装版切断工Ｌ＝２８７ｍ、舗

装版直接掘削積込１，２３６㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１９０ｍ、区画線設置工Ｌ＝４９０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１４日まで 

予定価格 １３，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、港北区内又は緑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時４５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４１０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 港北区新羽町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 港北区新羽町２３５４番地先から２６４９番地先までほか１か所 

工事概要 
アスファルト舗装工３，５４２㎡、不陸整正工３，５４２㎡、舗装版切断工Ｌ＝１６１ｍ

、舗装版直接掘削積込３，５５０㎡、区画線設置工Ｌ＝９４９．２ｍ 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 １９，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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、鶴見区内、港北区内又は緑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 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １０時４５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５４２０１１０１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 緑区白山四丁目地内ほか４か所舗装補修工事 

施工場所 緑区白山四丁目４６番６地先から４７番１２地先までほか４か所 

工事概要 
アスファルト舗装工３，９００㎡、不陸整正工３，９００㎡、舗装版切断工Ｌ＝１４０ｍ

、舗装版直接掘削積込３，９００㎡、区画線設置工Ｌ＝１，４４９ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１２日まで 

予定価格 １４，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、都筑区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １１時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４３０１１０２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 上谷本第二公園施設改良工事 

施工場所 青葉区もえぎ野２１番地 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工６本、中低木植栽工３１０本、張芝工５３．８㎡、地被

植栽工、樹木保護マット工２７．４㎡）、設備工、園路広場整備工、施設整備工、管理施

設整備工 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 ２２，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 17 年９月 13 日発行 

                                                    

                        32

契約番号 ０５４３０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 青葉区藤が丘二丁目地内舗装補修工事（その３） 

施工場所 青葉区藤が丘二丁目１３番１号地先から１４番１号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，４００㎡、路床・路盤・舗装の敷均し転圧３２０㎡、区画線設置

工Ｌ＝５２６ｍ 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 １６，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

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

北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １１時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４７０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 県道横浜伊勢原線上飯田町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 泉区上飯田町５２９番地先ほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，８００㎡、路盤・舗装の敷ならし転圧２００㎡、路面切削工

１，６００㎡、区画線工Ｌ＝９６０ｍ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １４，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １１時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４８０１１０１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 瀬谷区阿久和西地内舗装補修工事 

施工場所 瀬谷区阿久和西三丁目３７番地先から阿久和西四丁目２０番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，７３８㎡、半たわみ性アスファルト舗装工４４㎡、路面切削工

２，７８２㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，８１５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月 ９日まで 

予定価格 １６，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４８０１１０１７ 

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（その２） 

施工場所 瀬谷区三ツ境５９番地先から６０番地先までほか１か所 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工７３９㎡、アスファルト舗装工１，４９９㎡、透水性レジンモ

ルタル舗装工７３９㎡、安定処理工７３９㎡、不陸整正工７８９㎡、舗装版切断工Ｌ＝

８１ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝３８ｍ、区画線設置工Ｌ＝６８７ｍ 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 １８，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

  が、旭区内又は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）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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５７１０１１２１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 桜井小学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 栄区上郷町２４２番地２ 

工事概要 
トイレ改修工（延床面積３０２．６㎡、計８か所） 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 ２０，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、南区内、港南区内、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）主任技術者届出書（第７号様式）（３）（２）に

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午後 １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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 上矢部小学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 戸塚区上矢部町１４６３番地４ 

工事概要 
トイレ改修工（延床面積３３６．３㎡、計７か所） 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 ２３，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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）主任技術者届出書（第７号様式）（３）（２）に

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 滝頭小学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 磯子区丸山二丁目２５番１号 

工事概要 
トイレ改修工（延床面積３７８㎡、計８か所） 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 ２３，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
平成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 

オリエント株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

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 ０５７１０１１２１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 日限山小学校ほか２校トイレ改修その他工事（建築工事） 

施工場所 港南区日限山二丁目１６番１号ほか２か所 

工事概要 

トイレ改修工（日限山小学校、港南中学校及び西本郷小学校、延床面積１５７㎡、計５か

所）、教室改修工（日限山小学校及び港南中学校、延床面積１６６㎡、計２教室） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ２１，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、南区内、港南区内、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）主任技術者届出書（第７号様式）（３）（２）に

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 奈良中学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 青葉区すみよし台３６番地３ 

工事概要 
トイレ改修工（延床面積２７８．９㎡、計７か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２０，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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）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、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午後 １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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

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 ０５７１０１１２１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 新井小学校ほか２校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 保土ケ谷区上菅田町１５７４番地１ほか２か所 

工事概要 

トイレ改修工（新井小学校、くぬぎ台小学校及び都岡中学校、延床面積２３０．５㎡、計

６か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １８，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内又は旭区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

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 ０５７１０１１２２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 浜中学校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 磯子区杉田三丁目３０番１１号 

工事概要 
トイレ改修工（延床面積２０６．５㎡、計５か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １８，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、南区内、港南区内、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）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、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

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 ０５７１０１１２２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 市場中学校ほか１校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 鶴見区市場下町１番１号ほか１か所 

工事概要 
トイレ改修工（市場中学校及び菊名小学校、延床面積１８６㎡、計６か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １７，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
平成１６年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

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 ０５７１０１１２２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 中和田中学校ほか１校トイレ改修工事（建築工事） 

施工場所 泉区和泉町４０６２番地ほか１か所 

工事概要 
トイレ改修工（中和田中学校及び緑園西小学校、延床面積１２６㎡、計５か所） 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 １３，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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）主任技術者届出書（第７号様式）（３）（２）に

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）午後 １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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 横浜総合高等学校特別教室改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 中区翁町２丁目９番地１０ 

工事概要 

特別教室改修工（延床面積４０９㎡、計３教室） ほかの建築工事に伴う電気設備工事一

式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １９，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

奈川区内、西区内、中区内又は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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 滝頭小学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 磯子区丸山二丁目２５番１号 

工事概要 
トイレ改修工（延床面積３７８㎡、計８か所） ほかの建築工事に伴う衛生設備工事一式

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １４，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 横浜総合高等学校特別教室改修その他工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 中区翁町２丁目９番地１０ 

工事概要 

特別教室改修工（延床面積４０９㎡、計３教室） ほかの建築工事に伴う空調衛生設備工

事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １２，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 日限山中学校校舎改修その他工事（衛生設備工事その１） 

施工場所 港南区日限山四丁目３３番１号 

工事概要 

校舎改修工（延床面積１，０７２．３㎡、計８教室ほか）、金工木工教室改修工（Ｓ造、

平屋建、延床面積１６２．４㎡） ほかの建築工事に伴う衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、港南区内、磯子区内、金沢区内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、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５日（水）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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 桜井小学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 栄区上郷町２４２番地２ 

工事概要 

トイレ改修工（延床面積３０２．６㎡、計８か所） ほかの建築工事に伴う衛生設備工事

一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １０，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、港南区内、磯子区内、金沢区内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、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５７１０１１２２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 奈良中学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 青葉区すみよし台３６番地３ 

工事概要 
トイレ改修工（延床面積２７８．９㎡、計７か所）の建築工事に伴う衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １０，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５７１０１１２３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 上矢部小学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

施工場所 戸塚区上矢部町１４６３番地４ 

工事概要 

トイレ改修工（延床面積３３６．３㎡、計７か所） ほかの建築工事に伴う衛生設備工事

一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ９，９８３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：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、保

土ケ谷区内、旭区内、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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ５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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 17 年９月 13 日発行 

                                                    

                        52

 

横浜市調達公告第 176 号 

2,500 万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「市道五貫目第７８号線（五貫目地区）道路整備工事（その３）」ほか 53 件の工事について、

一般競争入札を行う。 

平成17年９月13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 16 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
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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 低の価格をもって入札を行った者（以下

「落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

って通知に代えるものとする。 

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

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

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

定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

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

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

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

る。 

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

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

ならない。上記期限内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(7) に該当するも
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のとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

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

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

札者としないものとする。 

 

(10) (2) の入札参加資格の確認の結果、落札となるべき同価の入札をした者（(6) の調査を行った後、

落札者としない者があった場合はその者を除く。）が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ

て落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、その

者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員をしてくじを引かせ落札者を決定するものとする。 

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

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

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

価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28 条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

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

の回数に含まない。 

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

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

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 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。 
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(8) ５(2)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項

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

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

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

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

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

こと。 

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

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

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

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

かかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

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

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

ろによるものとする。 
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契約番号 ０５１２０１１０６６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 市道五貫目第７８号線（五貫目地区）道路整備工事（その３） 

施工場所 瀬谷区瀬谷町８９３１番地先から８９５３番地先まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工３，４５７㎡、アスファルト舗装工３，９７３㎡、路盤工 

４，０３５㎡、安定処理工３，６５７㎡、舗装版破砕掘削積込２，６２６㎡、街渠縦断管

設置工Ｌ＝２２０ｍ、区画線設置工Ｌ＝４，１１６ｍ、地先境界ブロックＬ＝２３５ｍ

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 １１０，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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

９月１日から平成１７年８月３１日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

だし、平成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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１４０１１０５０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
臨港幹線新港・山内地区道路建設工事（国際橋落橋防止工） 

施工場所 
中区新港二丁目 

工事概要 

ケーブル連結式落橋防止装置８組製作・設置、変位制限装置８組製作・設置 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 ４７，２４０，０００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 

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、落橋防止装置又は鋼製の変位制限装置を自社工場にお

いて製作し設置した工事の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

※次頁のとおり 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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 

※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 ０４５－６７１－７３０２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１４０１１０５０ 

工事件名 
臨港幹線新港・山内地区道路建設工事（国際橋落橋防止工） 

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）施工実績調書（工

事内容欄に落橋防止装置又は変位制限装置の形式、材質及びそれらの装置を設置した橋り

ょう名を記入し、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）配置する主任技術者又は監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、

  同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専

任を要しない。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１１２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）磯子・海の見える公園スロープ入口等整備工事 

施工場所 
磯子区磯子一丁目２番 

工事概要 

橋梁上部工（５径間連続ＰＣ床版ラーメン橋（ポストテンション方式）、橋長５８．２ｍ）

、橋梁下部工（ＲＣ橋脚５基、ＲＣ橋台１基）、Ｕ型擁壁工１０．５ｍ、重力式擁壁工４

０．８ｍ、階段工２か所、付帯工 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 １２６，４００，０００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 

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 

有限会社新日本プリント、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９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 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－４１２６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部処理区潮田地区下水道再整備工事（その１４） 

施工場所 
鶴見区浜町１丁目７番地先から仲通３丁目６９番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝６９０．８ｍ）、推進工（鋼管削進工法、

Φ１，２００㎜鋼管鞘管、Φ１，０００㎜強プラ管、Ｌ＝２．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年１０月３１日まで 

予定価格 ２１５，３５０，０００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 

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。） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９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（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 高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 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 ０５２１０１１１２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区今宿地区下水道整備工事 

施工場所 
旭区今宿一丁目２１６６番地先から２５０２番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝７９２．９ｍ）、汚水塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜、

Ｌ＝３６５．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 １５０，１８０，０００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 

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。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１１２４番及び０５

２１０１１１２５番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９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（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 ０４５－６７１－３５３７  

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 ０５２１０１１１２４ 

工事件名 
都筑処理区今宿地区下水道整備工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１２５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０５２１０１１１２４番及び０５２１０１１１２５

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１２４番に記載する。           

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

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

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）契約番号０５２１０１１１２４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 ０５２１０１１１２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区旭区内雨水浸透施設設置工事（その１２） 

施工場所 
旭区今宿一丁目２１６６番地先から２５０２番地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工（街きょ雨水浸透桝７２か所、接続雨水桝３１か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

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０５２１０１１１２４番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１２４番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１２４番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１１２４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０５２１０１１１２４番に記載する。 

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 ０５２１０１１１２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区吉野地区下水道再整備工事（その７） 

施工場所 
南区日枝町３丁目９１番地先から吉野町１丁目１番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３００㎜、Ｌ＝２９５．２ｍ）、ヒューム管布設工

（Φ５００㎜、Ｌ＝１５．５ｍ）、管きょ更生工（Φ２３０㎜～８００㎜、Ｌ＝

１，０２２．９ｍ）、インバート築造工（Φ７００㎜～Φ８００㎜、Ｌ＝１１９．５ｍ）

工期 契約締結の日から平成１８年１０月３１日まで 

予定価格 １３６，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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。） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９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（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３ 
 

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 ０５２１０１１１２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 栄処理区戸塚地区下水道整備工事（その６９） 

施工場所 戸塚区戸塚町４３番地先から４０２８番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ５００㎜、Ｌ＝５５４．５ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０

㎜～Φ４００㎜、Ｌ＝１２２．２ｍ）、オーガ掘削推進工（Φ５００㎜、Ｌ＝７３．０ｍ

） 

工期 契約締結の日から平成１８年１０月３１日まで 

予定価格 １２５，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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

９月１日から平成１７年８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 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

だし、平成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、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９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（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 高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

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 ０５２１０１１１２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢水再生センター汚泥貯留槽（Ｎｏ．１、２）整備工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目１７番地 

工事概要 防食工（Ａ＝１，３８４㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ４９，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ又は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日以降に完成したコンクリート防食工（下水処理場又はポンプ場内のもの

に限る。）を含む工事の元請としての施工実績を有する者であること（当該施工実績が共

同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

提出書類 

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

（３）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

内容欄に施設名称及び工事概要を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図

書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９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 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  該当しない 

注意事項 

（１）特記仕様書において専門技術者の配置について定めがあるので留意すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４７  

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 ０５２１０１１１３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）松見町公園遊戯ゾーン・自由広場ゾーン整備工事（１） 

施工場所 
神奈川区松見町１丁目１７番地 

工事概要 

整備面積２．０ha：植栽工（中低木植栽工９２３本）、設備工、園路広場整備工、施設整

備工（遊戯施設工、サービス施設工、管理施設工） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ４８，５２０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成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。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１１３０番及び０５

２１０１１１３１番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１３０ 

工事件名 
（仮称）松見町公園遊戯ゾーン・自由広場ゾーン整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１３１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０５２１０１１１３０番及び０５２１０１１１３１

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１３０番に記載する。           

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

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

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０５２１０１１１３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）松見町公園遊戯ゾーン・自由広場ゾーン整備工事（２） 

施工場所 
神奈川区松見町１丁目１７番地 

工事概要 

整備面積２．０ha：基盤整備工、植栽工（中低木植栽工２８本、地被類植栽工、樹木保護

工）、設備工、園路広場整備工、施設整備工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１１３０番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１３０番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１３０番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１１３０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０５２１０１１１３０番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 南台小学校ほか３校太陽光発電設備設置工事 

施工場所 港南区港南五丁目６番１号ほか３か所 

工事概要 

南台小学校、左近山第一小学校、仏向小学校及び瀬谷第二小学校の太陽光発電設備設置工

事一式（太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、データ計測装置、表示装置 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 ５１，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

９月１日から平成１７年８月３１日までの間に通知された電気に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）工事完成検査結果

通知書の写し（ただし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されて

いる者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 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 ０５２１０１１１３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
末吉小学校ほか３校太陽光発電設備設置工事 

施工場所 
鶴見区上末吉一丁目９番１号ほか３か所 

工事概要 

末吉小学校、西寺尾小学校、山下みどり台小学校及び桂小学校の太陽光発電設備設置工事

一式（太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、データ計測装置、表示装置 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 ４４，８２０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、磯子区内、金沢区内、緑区内、青葉区内又は栄区

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 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 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 ０５２１０１１１３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区総合庁舎太陽光発電設備設置工事 

施工場所 
旭区鶴ヶ峰一丁目４番地１２ 

工事概要 

旭区総合庁舎の太陽光発電設備設置工事一式（太陽電池モジュール、パワーコンディショ

ナ、データ計測装置、表示装置 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 ３３，２３９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内、港南区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、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。）。 

なお、配置技術者（変更）届出書については、工事番号０５２１０１１１３４番及び０５

２１０１１１３５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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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 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 ０５２１０１１１３４ 

工事件名 
旭区総合庁舎太陽光発電設備設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１３５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０５２１０１１１３４番及び０５２１０１１１３５

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１３４番に記載する。 

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

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０５２１０１１１３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区総合庁舎太陽光発電設備付帯工事 

施工場所 
旭区鶴ヶ峰一丁目４番地１２ 

工事概要 

旭区総合庁舎の太陽光発電設備設置工事に伴う付帯工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５２１０１１１３４番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１３４番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１３４番に記載する。 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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 

本件工事は契約番号０５２１０１１１３４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０５２１０１１１３４番に記載する。 

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 ０５２１０１１１３６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見区総合庁舎太陽光発電設備設置工事 

施工場所 
鶴見区鶴見中央三丁目２０番１号 

工事概要 

鶴見区総合庁舎の太陽光発電設備設置工事一式（太陽電池モジュール、パワーコンディシ

ョナ、データ計測装置、表示装置 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 ２８，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 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 ０５２１０１１１３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
弘法池公園整備工事（１） 

施工場所 
戸塚区原宿三丁目５７番 

工事概要 

整備面積０．２７ha：基盤整備工、植栽工（中低木移植工３０本 張芝工１５７．５㎡）

、設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ４３，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成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

９月１日から平成１７年８月３１日までの間に通知された造園に係る工事の横浜市請負工

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

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

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

こと。 

提出書類 

※次頁のとおり 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１１３８ 

工事件名 
弘法池公園整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１１３８番及び０５

２１０１１１３９番の工事件名を併記すること。 

 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１３９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０５２１０１１１３８番及び０５２１０１１１３９

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１３８番に記載する。           

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

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０５２１０１１１３９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
弘法池公園整備工事（２） 

施工場所 
戸塚区原宿三丁目５７番 

工事概要 

整備面積０．２７ha：基盤整備工、植栽工（落葉樹冬季剪定工１８本、常緑樹剪定工４本

）、設備工、園路広場整備工、施設整備工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１１３８番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１３８番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１３８番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１１３８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０５２１０１１１３８番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉中央公園一部整備工事（１） 

施工場所 
泉区和泉町３０２６番地１ 

工事概要 

整備面積０．７ha：基盤整備工、植栽工（中低木植栽工５３４本、地被植栽工１２，９６０

鉢、張芝工４２㎡ほか）、設備工、園路広場整備工、施設整備工（複合遊具工１基、擬木柵工

３７ｍ、パーゴラ工１基ほか） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１７日まで 

予定価格 ３５，６００，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１１４０番及び０５

２１０１１１４１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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１１４０ 

工事件名 
泉中央公園一部整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１４１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０５２１０１１１４０番及び０５２１０１１１４１

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１４０番に記載する。           

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

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０５２１０１１１４１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉中央公園一部整備工事（２） 

施工場所 
泉区和泉町３０２６番地１ 

工事概要 

整備面積０．７ha：基盤整備工、植栽工（移植工９０本、剪定・刈込工）、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１７日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１１４０番に記載する。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１４０番に記載する。 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１１４０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０５２１０１１１４０番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１４３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢水再生センター汚泥焼却１号炉電気設備工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目９番地 

工事概要 

汚泥焼却１号炉電気設備工事一式（高圧閉鎖配電盤２面、高圧コンビネーションスタータ

２面、動力変圧器盤１面、照明変圧器盤１面、コンデンサ盤１面、保護継電器盤１面、変

圧器収納盤１面、動力主幹盤１面、照明主幹盤１面、コントロールセンタ一式、速度制御

装置２組 ほか） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１５日まで 

予定価格 ３３８，４９０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、焼却炉に係る電気設備工事の元請と

しての施工経験を有すること。 

 

平成７年４月１日以降に完成した、汚泥ケーキ１００ｔ／日‐ＷＢ以上の処理能力を有す

る流動焼却炉又は一般廃棄物１００ｔ／日以上の処理能力を有する流動焼却炉に係る電気

設備工事の元請としての施工実績を有し、かつ、同設備は入札日において１年以上の稼動

実績を有すること。 

提出書類 

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

事内容欄に工事概要及び焼却炉の名称を記入すること。） （３）監理技術者講習修了証

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

は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要に加えて当該焼却炉の形式

、処理能力及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計

図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１１４３ 

工事件名 
金沢水再生センター汚泥焼却１号炉電気設備工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留

  意すること。 

（２）本件工事において製作・据付する機器・装置のうち、指定した製品については、環

  境創造局指定製品及び選定業者名簿（下水道設備用）において選定された製造業者の

製品を使用する旨、一般仕様書において定めがあるので留意すること。 

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

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

（４）入札にあたっては、当該工事につ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。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（６）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 ０５２１０１１１４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
山下ポンプ場雨水滞水池電気設備工事 

施工場所 
中区山下町２０番１ 

工事概要 

山下ポンプ場雨水帯水池電気設備工事一式（高圧閉鎖配電盤２面、変圧器盤２面、速度制

御装置２組、現場盤１６組、コントロールセンタ２組、補助継電器盤２面、中継端子盤２

面、工業計器類６台 ほか） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ２２２，０９０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設

等）におけるプラント電気設備（汚泥ポンプ設備及びゲート設備を運転・制御するための

電気設備）工事の元請としての施工経験を有すること。 

 

平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）におけるプラ

ント電気設備（汚泥ポンプ設備及びゲート設備を運転・制御するための電気設備）の新設

又は増設工事の元請としての施工実績を有し、かつ、同設備は入札日において１年以上の

稼動実績を有すること。 

提出書類 

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

事内容欄に工事概要及び工事を施工した施設を記入すること。） （３）監理技術者講習

修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて

いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要、工事を施工した施

設及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写

し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１４４ 

工事件名 
山下ポンプ場雨水滞水池電気設備工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留

  意すること。 

（２）本件工事において製作・据付する機器・装置のうち、指定した製品については、環

  境創造局指定製品及び選定業者名簿（下水道設備用）において選定された製造業者の

製品を使用する旨、一般仕様書において定めがあるので留意すること。 

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

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

（４）入札にあたっては、当該工事につ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。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（６）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 ０５２１０１１１４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄第二水再生センター自動採水装置設備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

自動採水装置設備工一式（中央制御装置端末３組、入出力制御装置１組、自動採水装置現

場盤１０台、分電盤２面 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 ４３，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局栄第二水再生センター 電話 ０４５－８６１－３０１１ 
 

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 ０５２１０１１１５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 山下ポンプ場雨水滞水池機械設備工事 

施工場所 中区山下町２０番１ほか１か所 

工事概要 
除塵機製作・据付２基、スカム除去装置製作・据付２基、スカムスクリーン製作・据付１

基、スクリュー式渦巻きポンプ製作・据付４台 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 １９９，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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 市内又は準市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置するこ

と。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設

等）における機械式除塵設備及び汚泥ポンプ設備工事の元請としての施工経験を有するこ

と（各施工経験は別工事でも可。）。なお、汚泥ポンプ設備工事の施工経験は、当該工事 

の施工内容に汚泥引き抜き設備を含むものに限る。 

 

平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）における機械

式除塵設備及び汚泥ポンプ設備の新設又は増設工事の元請としての施工実績を有し、かつ

、同設備は入札日において１年以上の稼動実績を有すること（各施工実績は別工事でも可

。）。なお、汚泥ポンプ設備工事の施工実績は、当該工事の施工内容に汚泥引き抜き設備 

を含むものに限る。 

提出書類 

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

事内容欄に工事概要及び工事を施工した施設を記入すること。） （３）監理技術者講習

修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて

いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要、工事を施工した施

設及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写

し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 
※次頁のとおり 

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

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１５６ 

工事件名 
山下ポンプ場雨水滞水池機械設備工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留

  意すること。 

（２）本件工事において製作・据付する機器・装置のうち、指定した製品については、環

  境創造局指定製品及び選定業者名簿（下水道設備用）において選定された製造業者の

製品を使用する旨、一般仕様書において定めがあるので留意すること。 

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

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

（４）入札にあたっては、当該工事につ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。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（６）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。 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 17 年９月 13 日発行 

                                                    

                        89

契約番号 ０５２１０１１１５７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢水再生センター東俣野幸浦線ポンプ棟機械設備工事（その２） 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目９番地 

工事概要 

電動偏心構造弁製作・据付４台、風量調節ダンパ製作・据付１台 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 ７２，３１０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又はその他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置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 

株式会社昭和工業写真社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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）配置する監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他

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

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５３  

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 ０５２１０１１１６８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区芹が谷地区下水道整備工事（その４１） 

施工場所 
港南区芹が谷三丁目１６番地先から２３番地先まで 

工事概要 

低耐荷力圧入二工程推進工（Φ２００㎜、Ｌ＝１４２．５ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２００

㎜、Ｌ＝４７２ｍ）、ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝６．７ｍ～８．９ｍ、２か所）、

人孔築造工（Ｈ＝４ｍ～８．１ｍ、３か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ９月２９日まで 

予定価格 ８８，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

株式会社昭和工業写真社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ５回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０  

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 ０５２１０１１１６９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川処理区保土ケ谷地区下水道整備工事（その４） 

施工場所 
保土ケ谷区権太坂一丁目２５番地先から保土ケ谷町３丁目２４５番地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３００㎜、Ｌ＝９１．４ｍ）、ヒューム管布設工（Φ７００

㎜、Ｌ＝２９．４ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝１ｍ～２．５ｍ、８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 ３４，３６０，０００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 

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 

株式会社創、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時０５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 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 ０５２１０１１１７０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区緑区内雨水浸透施設設置工事 

施工場所 
緑区北八朔町１９０８番地先から１９６６番地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工５３か所、接続雨水浸透桝設置工５０か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ７０，９８０，０００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 

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、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）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０５２１０１１１７０番及び０５

２１０１１１７１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、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時０５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 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 ０５２１０１１１７０ 

工事件名 
都筑処理区緑区内雨水浸透施設設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１７１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０５２１０１１１７０番及び０５２１０１１１７１

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１７０番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）契約番号０５２１０１１１７１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 ０５２１０１１１７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区緑区内雨水浸透施設設置工事に伴う付帯工事 

施工場所 
緑区北八朔町１９０８番地先から１９６６番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ１５０㎜～Φ２５０㎜、Ｌ＝４４６．４ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝２ｍ、

１３か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５２１０１１１７０番に記載する。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１７０番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１７０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、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時０５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 

本件工事は契約番号０５２１０１１１７０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０５２１０１１１７０番に記載する。 

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 ０５２１０１１１７２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その１５） 

施工場所 
青葉区市ヶ尾町１１７１番地の２地先から１１７８番地の１１地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工２６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 ４４，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成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

９月１日から平成１７年８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 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

※次頁のとおり 

 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時２５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 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 ０５２１０１１１７２ 

工事件名 
都筑処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その１５） 

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年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されて

いる者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１１７２番及び０５

２１０１１１７３番の工事件名を併記すること。 

 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１７３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０５２１０１１１７２番及び０５２１０１１１７３

番の合計金額を契約番号０５２１０１１１７２番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０５２１０１１１７３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区市ヶ尾地区下水道整備工事（その４８） 

施工場所 
青葉区市ヶ尾町１１７１番地の２地先から１１７８番地の１１地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝２６３．５ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝２．１

ｍ～３．１ｍ、１１か所） 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 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５２１０１１１７２番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１７２番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１７２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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時２５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 

本件工事は契約番号０５２１０１１１７２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０５２１０１１１７２番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１１７４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 栄処理区上矢部地区下水道整備工事（その３５） 

施工場所 戸塚区上矢部町１６８３番地先から１６９４番地先までほか１か所 

工事概要 
塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝５ｍ）、集水桝築造工７か所、ＬＯ型側溝

工Ｌ＝７１ｍ 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 ２４，３６０，０００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 

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

９月１日から平成１７年８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 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

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

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）工事完成検査結果

通知書の写し（ただし、平成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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時２５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  

 



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 17 年９月 13 日発行 

                                                    

                        99

契約番号 ０５２１０１１１７５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区瀬谷区内雨水浸透ます設置工事（その２） 

施工場所 
瀬谷区阿久和東二丁目１４番地先から２３番地先まで 

工事概要 
雨水浸透桝設置工１４４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 ３０，５１０，０００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 

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。）。 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１１７５番及び０５

２１０１１１７６番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時４５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 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 ０５２１０１１１７５ 

工事件名 
栄処理区瀬谷区内雨水浸透ます設置工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１１７６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０５２１０１１１７５番及び０５２１０１１１７６

番の合計金額を工契約番号０５２１０１１１７５番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）契約番号０５２１０１１１７６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 ０５２１０１１１７６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区瀬谷区内雨水浸透ます設置工事（その２）に伴う付帯工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和東二丁目１４番地先から２３番地先まで 

工事概要 

取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝２１２．１ｍ）、舗装復旧工１，０５０．８㎡

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月２９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５２１０１１１７５番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１１７５番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１１７５番に記載する。 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時４５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１１７５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０５２１０１１１７５番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１１７７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区吉野地区下水道再整備工事（その６） 

施工場所 
南区山王町４丁目２５番地先から吉野町５丁目２９番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝６６．５ｍ）、ヒューム管布設工（Φ４５０㎜

、Ｌ＝３０．３ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝６５５．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 ６６，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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 

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１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３ 
 

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 ０５２３０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南日吉住宅（仮称）第１期建替工事（建築工事） 

施工場所 
港北区日吉本町四丁目１２３８番１ほか 

工事概要 

ＲＣ造、地上４階建、延床面積３，４１０㎡（共同住宅部分：１階一部から４階まで、延

床面積２，３８０㎡） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１９日まで 

予定価格 ５７０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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。）  

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２３０１１０２５番及び０５

０５０１１００２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、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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 

※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 まちづくり調整局住宅整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２３０１１０２５ 

工事件名 
南日吉住宅（仮称）第１期建替工事（建築工事） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５０５０１１００２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０５２３０１１０２５番及び０５０５０１１００２

番の合計金額を契約番号０５２３０１１０２５番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０５０５０１１００２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日吉本町地域ケアプラザ（仮称）新築工事（建築工事） 

施工場所 
港北区日吉本町四丁目１２３８番１ほか 

工事概要 

ＲＣ造、地上４階建、延床面積３，４１０㎡（地域ケアプラザ部分：１階一部、延床面積

１，０３０㎡） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５２３０１１０２５番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５２３０１１０２５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、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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 

本件工事は契約番号０５２３０１１０２５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０５２３０１１０２５番に記載する。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６  

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 ０５３２０１１０１９ 

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（１７－１） 

施工場所 
神奈川区菅田町１５７２番地の６２地先から１５７７番地先まで 

工事概要 

低耐荷力圧入二工程推進工（Φ２５０㎜、Ｌ＝７４．６ｍ）、ライナープレート立坑築造

工（Ｈ＝４．５ｍ～７ｍ、２か所）、塩ビ管布設工（Φ２００㎜～Φ２５０㎜、Ｌ＝

１３８．８ｍ）、人孔築造工１２か所 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 ３４，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
平成７年４月１日以降に完成した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 

亜細亜工業写真株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３４０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道横浜駅根岸線（山元町地区）道路改良工事 

施工場所 
中区山元町５丁目２１９番の５地先 

工事概要 

アスファルト舗装工７２２㎡、洗出し平板ブロック設置工２６５㎡、半たわみ性アスファ

ルト舗装工５０㎡、路盤工３４０㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１１８．８ｍ、区画線設置工一式

ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ２８，０９０，０００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 

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、亜細亜工業写真株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時４５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３５０１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南区井土ケ谷下町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
南区井土ケ谷下町４７番地先から井土ケ谷中町１２９番地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工（半たわみ性アスファルト舗装）１，１６３㎡、アスファルト舗装工

１００㎡、舗装版切断工Ｌ＝６００ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝２６２ｍ、区画線設置工Ｌ＝

６３０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１３日まで 

予定価格 ２５，４４０，０００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 

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 

株式会社福寿企画、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２３  

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 ０５３６０１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道環状２号線（港南地区）舗装補修工事 

施工場所 
港南区下永谷三丁目６番地先から下永谷六丁目９番地先まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工９，３８４㎡、舗装版切断工Ｌ＝３７０ｍ、透水性樹脂コンク

リート工２８㎥、排水性舗装用樹脂製網状導水管設置工Ｌ＝９４３ｍ、区画線設置工Ｌ＝

５，０７４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２２日まで 

予定価格 ６０，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・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 

株式会社アイ・テック、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３７０１１０１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ヶ谷区新井町地内舗装補修工事 

施工場所 
保土ヶ谷区新井町１９２番地先から２７４番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，３１６㎡、不陸整正工２，１７２㎡、舗装版切断工Ｌ＝７００ｍ

、舗装版破砕工２，４９６㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝７００ｍ、区画線設置Ｌ＝４３６ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１３日まで 

予定価格 ２７，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６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１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－５５５６ 
 

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 ０５３８０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区中沢一丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区中沢一丁目１番２７号地先から１８番１７号地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工６，３５６㎡、不陸整正工４，６１７㎡、路面切削工１，７４９㎡、

舗装版切断工Ｌ＝１９７ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，８３５ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２６日まで 

予定価格 ３４，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

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、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

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

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４００１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢区富岡西三丁目地内ほか１か所道路整備工事 

施工場所 
金沢区富岡西三丁目２７番１１号地先及び釜利谷東四丁目１４番地先から１５番地先まで

工事概要 

Ｈ鋼土留工（Ｈ＝２．５ｍ、Ｌ＝２１．３ｍ）、法面吹付工（Ｈ＝５ｍ）７８１㎡、ロッ

クフェンス設置工（Ｈ＝１．５ｍ、Ｌ＝１１７．２ｍ）、排水工一式 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 ３７，４８０，０００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 

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 

有限会社サン・アート、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時０５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４５０１１０２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
戸塚区平戸三丁目地内道路整備工事 

施工場所 
戸塚区平戸三丁目５３番３２号地先から５４番１５号地先まで 

工事概要 

Ｈ鋼コンクリート板土留工（Ｈ＝１．５ｍ～２ｍ、Ｌ＝７８．３ｍ）、転落防止柵設置工

Ｌ＝７８．３ｍ、法面整形工９４㎡、舗装補修工３２９㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ２４，２５０，０００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 

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 

有限会社サン・アート、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時４５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２  

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 ０５４５０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平戸第二公園ほか１０公園施設改良工事 

施工場所 
戸塚区平戸四丁目３１番ほか 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽・移植工、地被植栽工、根囲い保護工）、設備工、園路

広場整備工、施設整備工、施設改良工ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ２５，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資

格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４  

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 ０５４７０１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉区中田町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
泉区中田町２７３８番地先から３１７９番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工６，８６４㎡、不陸整正工６，８６４㎡、舗装版切断工Ｌ＝１，０１７

ｍ、舗装版直接掘削積込６，７３６㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１７２ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３７，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

関東コピー株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４８０１１０１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
瀬谷区瀬谷五丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
瀬谷区瀬谷五丁目１４番地先から３９番地先までほか２か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，３５０㎡、アスファルト舗装工１，０６４㎡、不陸整正工

１，０６４㎡、舗装版切断工Ｌ＝４４ｍ、舗装版破砕積込１，０６４㎡、区画線設置工Ｌ

＝５３０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１２日まで 

予定価格 ２３，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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 

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１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５７１０１１２０９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
榎が丘小学校校庭整備工事 

施工場所 
青葉区榎が丘２９番地 

工事概要 

土工一式、排水工（Ｌ型側溝工Ｌ＝２１ｍ、雨水桝蓋枠取替え工１７か所 ほか）、散水

施設工一式、砕石スクリーニングス舗装工３，１６４㎡、運動施設工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１１０日間 

予定価格 ２７，３００，０００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 

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 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午前 １０時２５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 17 年９月 13 日発行 

                                                    

                        118

契約番号 ０５７１０１１２１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日限山中学校校舎改修その他工事（建築工事その１） 

施工場所 
港南区日限山四丁目３３番１号 

工事概要 

校舎改修工（延床面積１０７２．３㎡、計８教室ほか）、金工木工教室改修工（Ｓ造、平

屋建、延床面積１６２．４㎡） 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 １１０，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、保土ヶ谷区内、旭区内、金沢区内、緑区内、戸塚区内、栄区内、泉区内

又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １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 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
品濃小学校トイレ改修工事 

施工場所 
戸塚区品濃町５０４番地１ 

工事概要 

トイレ改修工（延床面積１９８㎡、計５か所） 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 ４８，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、保土ヶ谷区内、旭区内、金沢区内、緑区内、戸塚区内、栄区内、泉区内

又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資

格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技

術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １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  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
横浜総合高等学校特別教室改修その他工事（建築工事） 

施工場所 
中区翁町２丁目９番地１０ 

工事概要 

特別教室改修工（延床面積４０９㎡、計３教室） 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 ４３，３１０，０００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 

低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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、港北区内、青葉区内又は都

  筑区内のいずれかにあること。 

（２）平成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 

オリエント株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２１４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
間門小学校水族館改修工事 

施工場所 
中区本牧間門２９番１号 

工事概要 

水族館改修工（延床面積１２６㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ２４，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、磯子区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のい

ずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類

（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資

格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技

術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以

前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）午後 １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  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日限山中学校校舎改修その他工事（電気設備工事その１） 

施工場所 
港南区日限山四丁目３３番１号 

工事概要 

校舎改修工（延床面積１，０７２．３㎡、計８教室ほか）、金工木工教室改修工（Ｓ造、

平屋建、延床面積１６２．４㎡） ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３４，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、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 

株式会社昭和工業写真社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月１６日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１０月 ６日（木）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  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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横浜市調達公告第 177 号        

   特定調達契約に係る指名競争入札の施行    

  次のとおり指名競争入札を行う。                                        

平成 17 年９月 13 日 

                         契約事務受任者 

               横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   焼却設備用白灯油 約 760,000 リットルの購入  

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。                                        

(3) 納入期限 

    平成 17 年 10 月 1 日から平成 17 年 12 月 31 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町 1 丁目 6番地１ 

      横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター   

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

     ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

    焼却設備用白灯油 約 738,000 リットルの購入 

平成 17 年 11 月  

イ 初の契約に係る入札公告日 

       平成 17 年２月１日 

 (7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。                                        

２ 入札参加資格                                

   入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければなら

ない。                 

  (1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が認められている

者で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているものであること。           

  (3) 平成 17 年９月 21 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。  

 (4) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能

な者であること。     

３ 入札参加の手続                                                

当該入札に係る指名を希望する者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。  

(1) 提出書類及び提出部課                                     

入札説明書による。                                     

(2) 提出期限 

    平成 17 年９月 21 日午後 5時まで                               

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先                               

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階）      

西 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することがで
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きない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。     

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札の日時まで

閲覧に供する。      

６ 入札説明書等の交付                                       

(1) 交付期間                                               

  平成 17 年９月 13 日から平成 17 年９月 22 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）                      

(2) 交付場所                                               

  〒230-0045 鶴見区末広町 1丁目 6番地１  

    横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター 

      電話 045 (502) 3738（直通）                        

 (3) 交付方法                                               

   有償（500 円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等                             

    平成 17 年９月 28 日午前 10 時 横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

    ただし、郵送による入札については、平成 17 年９月 27 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効                                               

    次の入札は、無効とする。                                    

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札               

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札           

９ 落札者の決定                                             

   横浜市契約規則第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract:  

     Purchase of approx. 760,000 l of Kerosene used for incineration facilities   

  (2) Date of tender: 10:00 a.m., 28 September, 2005    

  (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Finance Bureau, City of Yokohama, 

     1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017  TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 178 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９月 13 日 

                                契約事務受任者 

横浜市福祉局長 佐々木 寛志 

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 医療扶助レセ

プトデータ作

成委託 一式 

横浜市福祉局

生活福祉部保

護課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 17

年８月

30 日

株式会社ワイイ

ーシーソリュー

ションズ 

代表取締役社長

磯貝 敏雄 

横浜市中区山下

町 22 番地 

 

28,534,855 円一 般 競

争入札 

平成 17

年７月

19 日 

政 府 調

達 に 関

す る 協

定 （ 平

成 ７ 年

条約第23

号）第15

条 第 １

項

（ｇ） 
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交通局調達公告第32号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「平成17年度上永谷高架橋等改修工事」外２件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年９月13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16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 
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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 低の価格をもって入札を行った者（以下

「落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(3) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

その旨通知する。落札者以外の入札参加者については、入札の結果を一般の閲覧に供することをもっ

て通知に代えるものとする。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもっ

て入札をした者を新たに落札候補者とし、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 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
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候補者を落札者としないものとする。 

(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

低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得第27条及

び第28条の規定よる。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

８ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技

術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が第１項に定める

入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合は、この限り

でない。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

 (7) 第５項第２号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第

25条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定

された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、入札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の

元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事費（当

該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市交

通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留

意すること。 

(8) 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
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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 ０５５３０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 平成１７年度上永谷高架橋等改修工事 

施工場所 中区花咲町１丁目３４番地から港南区丸山台一丁目１番１号まで 

工事概要 
※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。）

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ３３，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ２３，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

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日から入札日までの間に完成したコンクリート土木構造物の劣化補修工事

の元請としての施工実績を有すること（当該実績が共同企業体の構成員としての実績の場

合は、出資比率が総出資額の１０分の２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 

有限会社ナガイ、オリエント株式会社 

平成１７年 ９月１６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１０月１３日（木）午前 １１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 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 交通局施設管理所 電話 ０４５－５４２－００８５ 
 

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７３  
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契約番号 ０５５３０１１０３２ 

工事件名 
平成１７年度上永谷高架橋等改修工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【工事概要】 

断面修復工Ａ（上永谷高架橋改修工）１１㎡、断面修復工Ｂ（上永谷高架橋改修工）１６

㎡、剥落防止工Ａ１（上永谷高架橋改修工）２０２㎡、剥落防止工Ａ２（上永谷高架橋改

修工）４０４㎡、剥落防止工Ｂ２（上永谷高架橋改修工）３３㎡、足場工（上永谷高架橋

改修工）一式、排水管吊り金具交換（上永谷高架橋改修工）５５ｍ、ホ－ム断面修復工２

７㎡、建設副産物処分２ｔ 

 

【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（実績 

を証明する契約書、設計図書及び竣工時工事カルテ受領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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５３０１１０３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 平成１７年度軌道整備及びその他工事 

施工場所 青葉区あざみ野二丁目２番地の２０から藤沢市湘南台１丁目４３番地の１３まで 

工事概要 

軌道整備工Ⅰ３，２０７ｍ、軌道整備工Ⅱ３４０ｍ、マクラギ位置整正工５３８本、ＥＪ

下げ路工２００ｍ、レール交換工９０８ｍ、支え継目工６か所、締結装置交換工５０５ｍ

 ほか                                   

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ６０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ４２，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ及びＢ】 

登録細目 【土木：軌道工事】 

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 

（１）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マルチプルタイ

タンパーによる道床の突き固め作業を含む営業線軌道工事の元請としての施工経験を有す

ること。 

（２）平成７年４月１日から入札日までの間に完成したマルチプルタイタンパーによる道

床の突き固め作業を含む営業線軌道工事の元請としての施工実績を有すること（当該実績

が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が総出資額の１０分の２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 

関東コピー株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月１６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１０月１３日（木）午前 ９時３０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 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 
※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 交通局施設管理所 電話 ０４５－５４２－００８５  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２ 
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契約番号 ０５５３０１１０３４ 

工事件名 
平成１７年度軌道整備及びその他工事 

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。工事

内容欄に施工場所及び工事概要を記入し、併せて実績を証明する契約書、設計図書及び竣

工時工事カルテ受領書の写し等の書類を添付すること。） （３）監理技術者講習修了証

の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者

は提出不要） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併せて実績を証明

する契約書、設計図書及び竣工時工事カルテ受領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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５３０１１０３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 中川駅耐震補強工事 

施工場所 都筑区中川一丁目１番地 

工事概要 

免震壁築造工３５８本、中柱（Ｂ１）補強工（鋼板巻き）１１本、中柱（Ｂ２）補強工（

鋼管柱建込）２２本、中柱補強工に伴う建築・電気・機械設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２９日まで 

予定価格 ３８０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ２６６，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

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 

①平成７年４月１日から入札日までの間に完成した営業線地下駅舎内軌道階の工事で改良

工事の元請としての施工実績を有すること（当該実績が共同企業体の構成員としての実績

の場合は、出資比率が総出資額の１０分の２以上のものに限る。）。 

②平成７年４月１日から入札日までの間に完成した営業線地下駅舎内軌道階工事の元請と

しての施工経験が通算１年以上の職員又は社団法人日本鉄道施設協会が交付する工事管理

者の認定証を有する職員を施工現場に専任で配置すること（監理技術者との兼任可）。 

提出書類 
※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 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月１６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１０月１３日（木）午前 １０時１５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 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８０ 
 

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７３  
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契約番号 ０５５３０１１０３５ 

工事件名 
中川駅耐震補強工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）（入

札参加資格その他の項②の職員については、工事内容欄に施工場所及び施工内容を記入し

、併せて実績及び従事期間を証明する契約書、設計図書及び竣工時工事カルテ受領書の写

し等の書類を添付すること。また、社団法人日本鉄道施設協会が交付する工事管理者の認

定証を有する職員を配置する場合は、認定証の写しを添付すること。） （３）監理技術

者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を

受けている者は提出不要。）。（４）施工実績調書（実績を証明する契約書、設計図書及 

び竣工時工事カルテ受領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。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 


