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第 41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（入船小学校保育所分園（仮称）整備その他 

工事（電気設備工事） ほか 61件）･･････････････････････････････････････････････････････････２  

△ 2,500万円以上の一般競争入札の施行（末吉地区センター再整備工事建築工事 ほか 55件）･･･････67 

△特定調達契約の落札者等の決定･･････････････････････････････････････････････････････････････137 

△特定調達契約の落札者等の決定･･････････････････････････････････････････････････････････････137 

 

【交通局】 

△ 2,500万円以上の一般競争入札の施行（平成17年道床交換及びその他工事」の１件）･････････････140 
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横浜市調達公告第 180 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、「入船小学校保育所分園（仮称）整備その他工事（電気設備工事）」ほか 61 件の工事につい

て、一般競争入札を行う。 

平成17年９月27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 30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

格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

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

すること。 

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

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

ること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

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

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

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３(8)及び(9)に定める方法によらない入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

って通知に代えるものとする。 

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

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

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

を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

決定するものとする。 

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

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

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

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

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

の回数に含まない。 

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

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

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

来高に応じて行う。 

 

８ その他 

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

否かは、工事ごとに明示する。 

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

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

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

る。 

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

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

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

とはできないものとする。 

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

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

当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

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

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

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

と。 

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

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

によるものとする。 
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契約番号 ０５０５１１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 入船小学校保育所分園（仮称）整備その他工事（電気設備工事） 

施工場所 鶴見区浜町１丁目１番地１ 

工事概要 保育所増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積２５０㎡）、教室改修工（延床面積２５０㎡、計

４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 ３月１７日まで 

予定価格 １９，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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

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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 オリエント株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ４時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５０５１１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 入船小学校保育所分園（仮称）整備その他工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 鶴見区浜町１丁目１番地１ 

工事概要 
保育所増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積２５０㎡）、教室改修工（延床面積２５０㎡、

計４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 ３月１７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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

して従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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１

５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管に係る工事の横浜市

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

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

一月に２件以上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が７５

点以上の者であること。 

提出書類 

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

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

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

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

平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者は提出不要。）

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、有限会社リバーストン平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分詳

細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

内訳書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金

額は、入札金額と一致させること。 

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

請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事

費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を

参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５１２０１１０７３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
瀬谷・旭・保土ケ谷区道路照明灯設置工事 

施工場所 
瀬谷区下瀬谷二丁目３８番地先ほか２４か所 

工事概要 

道路照明灯設置４１基、道路照明灯建替９基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１６日まで 

予定価格 ２３，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した建柱車を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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１２０１１０７４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中・西・磯子区道路照明灯設置工事 

施工場所 
中区本郷町３丁目１９９番地から２４９番地先までほか２２か所 

工事概要 
道路照明灯建柱１４基、道路照明灯建替２１基 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ２０，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話  ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１２０１１０７５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見・神奈川・港北区道路照明灯設置工事 

施工場所 
鶴見区駒岡四丁目３９番地先ほか３８か所 

工事概要 
道路照明灯新設１０基、道路照明灯建替２９基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２０，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ４時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５１２０１１０７６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
一般国道１号（狩場工区）道路改良工事（その１５） 

施工場所 
保土ケ谷区保土ケ谷町２丁目１３６番地先から１５６番地先まで 

工事概要 
交通安全施設工９基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １６，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：信号設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る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、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ４時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９１  

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 ０５１２０１１０８２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
一般国道１号（不動坂工区）道路改良工事 

施工場所 
戸塚区柏尾町４３３番２から４３８番３まで 

工事概要 

透水性アスファルト舗装工７５１㎡、路盤工７５１㎡、舗装版切断工Ｌ＝３９ｍ、土工一式 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 １１，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間が３か

月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなけれ

ばならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先

・申込期限 

株式会社創、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負 

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

者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１４０１１０５７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南本牧ふ頭建設工事・南本牧大橋舗装補修工 

施工場所 
横浜市中区南本牧ふ頭地先 

工事概要 

アスファルト舗装工４，６９８㎡、防水材塗布工１，７５２㎡、路面切削工１，３０２㎡

、舗装版掘削積込１，６９８㎡、区画線設置工Ｌ＝１，０００ｍ 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １９，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局南本牧ふ頭建設事務所 電話 ０４５－６２２－５５４０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 41号 平成 17年９月 27日発行 

                                                    

                        13

契約番号 ０５２１０１１１９６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 横浜弘明寺商店街太陽光発電設備設置工事 

施工場所 南区弘明寺町１３４番地ほか 

工事概要 

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 ３月１０日まで 

予定価格 １５，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

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、南
区内、港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚
区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）
に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は
雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ４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）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を

指定 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５２１０１１１９７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 平成１７年度宇田川管理通路整備工事 

施工場所 戸塚区汲沢町５７４番３から５５６番７までほか１か所 

工事概要 

作業土工（人力床堀６５㎥、切崩し２０９㎥、埋戻し２１８㎥）、Ｈ型鋼土留補修工（コ

ンクリート板設置工３６４㎡、横矢板撤去工３６４㎡）、転落防止柵復旧工（プラ擬木柵

設置工７８ｍ、防護柵撤去工７８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １３，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８７  

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 ０５２１０１１１９８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部第一水再生センター調整タンク界面計改良工事 

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番１号 

工事概要 
界面計改良工３台 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １２，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 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日以降に完成した計装設備設置工事の元請としての施工実績を有すること

。 

提出書類 

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

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

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

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

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

設計図書の購入先・申込期限 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ４時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局北部第一水再生センター 電話 ０４５－５７２－２２８１  

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 ０５２１０１１２０９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新横浜公園Ｄゾーンレストハウス新築工事（衛生空調設備工事） 

施工場所 
港北区小机町３３００番 

工事概要 

ＲＣ造、平屋建及びＰＨ１階建、延床面積２８７．７５㎡、既製ＰＣ杭基礎工（Ｌ＝２３

ｍ、２４本）の建築工事に伴う衛生空調設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 １４，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５２１０１１２１４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄第一水再生センター第２系列反応タンク散気装置修理工事 

施工場所 
栄区小菅ヶ谷二丁目５番１号 

工事概要 

散気板製作１，２９６組、散気板交換９８８組 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 １３，９５０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：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、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局栄第一水再生センター 電話 ０４５－８９１－９７１１  

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 ０５２１０１１２１６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部汚泥資源化センター沈砂、スクリーンかす洗浄設備洗砂移送用噴射水ポンプ等改良工

事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地１ 

工事概要 

噴射水ポンプ改良工（吐出口径１００Ａ、揚水量０．４㎥／分、全揚程１０ｍ）２台 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １４，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置す

ること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局北部汚泥資源化センター 電話 ０４５－５０２－３７３８  

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 ０５２１０１１２２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）谷本公園一部造成工事 

施工場所 
青葉区下谷本町３１番７地先 

工事概要 

基盤整備工（表土保全工３，３１８㎥、作業土工）、仮設工（沈殿池５か所、仮囲い工 

 ８００ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １８，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内又は青葉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－３９４５  

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 ０５２１０１１２２７ 

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水処理施設（第四期）整備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 
防食工（１，１５６㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １９，７６０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ又は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）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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）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 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 

（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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４８  

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 ０５２１０１１２２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 神奈川処理区斎藤分町地区下水道整備工事（その２） 

施工場所 神奈川区斎藤分町３７番１９号地先から２７号地先までほか１か所 

工事概要 
塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝１００ｍ）、集水桝築造工３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 １４，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

  が、鶴見区内又は神奈川区内のいずれかにあること。 

（２）平成１６年度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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４３  

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 ０５２１０１１２２９ 

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処理施設分離液貯留槽（Ｎｏ．１０）整備工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目９番 

工事概要 
防食工（５１８㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２１，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ又は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）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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）特記仕様書において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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４８  

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 ０５２１０１１２３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部水再生センター汚泥調整槽整備工事（その２） 

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地 

工事概要 
防食工（２４０㎡）、覆蓋設置工（６０㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １７，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ又は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）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 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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）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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８５０  

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 ０５２１０１１２５２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢区釜利谷東地区下水道工事 

施工場所 
金沢区釜利谷東二丁目１番地先から２番地先 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００㎜、Ｌ＝４３ｍ）、低耐苛力圧入二工程推進工（Φ２００㎜、Ｌ

＝１４．７ｍ）、ライナープレート立杭築造工（Ｈ＝３．１ｍ、１か所）、組立人孔築造工

（Ｈ＝１．６ｍ～２．３ｍ、３か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１５日まで 

予定価格 １３，７６０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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） （５）施工実績調書（工事内容欄に推進工法の種類、管径

及び延長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添

付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１  

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 ０５２２０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
みなとみらい２１クリーンセンター高圧送風機インバータ化工事 

施工場所 
中区桜木町１丁目１番５６号 

工事概要 

高圧インバータ盤設置１面、高圧切替盤据付１面、高圧ケーブル切り回し一式、送風機制

御盤改修一式、試運転調整一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 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日以降に完成した電圧３，３００Ｖ以上の電気工事の元請としての施工実

績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要及び電圧を記

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、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ４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）本件工事は、第一種電気工事士の配置が必要となるので留意すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１７  

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 ０５２３０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西区総合庁舎ほか５施設ガス管改修工事 

施工場所 
西区中央一丁目５番１０号ほか５か所 

工事概要 

西区総合庁舎、南区総合庁舎、金沢区総合庁舎、港北区総合庁舎、南センター及び日吉地

区センターの敷地境界から概ねガスメーターまでの白ガス配管の撤去及び他種配管の新設

工事一式 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月 ９日まで 

予定価格 １２，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

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 
東京ガス指定工事店であること。 

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 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 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 ０５２３０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
十日市場住宅第１０期建替工事（植栽工事） 

施工場所 
緑区十日市場町１２５８番地ほか 

工事概要 

植栽施工面積：１，８１１㎡、高木工４５本、中木工４３７本、低木工２，６３３株、地

被類工１４，４２３鉢、芝張工１，１４７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 １５，３００，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局住宅整備課 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 ０５３１０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見区下末吉三丁目地内舗装新設工事 

施工場所 
鶴見区下末吉三丁目７０５番１地先から７０５番２地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，１１７㎡、不陸整正工１，０１０㎡、路盤工１，１１７㎡、Ｌ型

側溝Ｌ＝９１ｍ、ＬＯ型側溝工Ｌ＝２８６ｍ、区画線設置工Ｌ＝５５３ｍ 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 ２３，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内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 

有限会社新日本プリント、株式会社創 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５２１－６６５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３２０１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川区鶴屋町及び台町地内舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区鶴屋町三丁目３０番８地先から台町２番１地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，９２２㎡、不陸整正工１，３２４㎡、舗装の敷きならし転圧工

１，３２４㎡、路面切削工１，９５４㎡、舗装版切断工Ｌ＝５２１ｍ、区画線設置工Ｌ＝

１，３２２ｍ 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 ２０，７８０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３２０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道横浜生田線神奈川区三ツ沢西町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区三ツ沢西町２４番地先から１６５番地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，６２４㎡、薄層カラー舗装工１８４㎡、区画線設置工Ｌ＝

１，６２１ｍ、高視認性区画線設置工Ｌ＝６００ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１０日まで 

予定価格 １８，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

奈川区内、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 

株式会社創、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３２０１１０３１ 

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道路整備工事 

施工場所 
神奈川区菅田町５６６番地先から５７０番地先まで 

工事概要 

Ｈ鋼コンクリート板設置工（Ｈ＝１．２ｍ～１．６ｍ、Ｌ＝５２．３ｍ）、横断側溝工

Ｌ＝４ｍ、地先境界ブロック工Ｌ＝７２．２ｍ、路盤工２６５㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１０日まで 

予定価格 １１，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

株式会社アイ・テック、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３３０１１００８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西区三ツ沢第３歩道橋塗装及び修繕工事 

施工場所 
西区北軽井沢３６番地先 

工事概要 

横断歩道橋塗替塗装工（Ｃ－１系）１，０３４㎡、階段ノンスリップタイル補修工（Ｃ＋

Ｈ型）２４５枚 ほか 

工期 契約締結の日から７０日間 

予定価格 １３，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗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 
 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

契約担当課 
財政局契約第一課 

 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３３０１１００９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西区老松町地内道路整備工事 

施工場所 
西区老松町６３番地先 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝６０ｍ、雨水桝設置工２か所、小型重力式擁壁工（Ｈ＝１．５ｍ、Ｌ＝

１９ｍ）、転落防止柵設置工Ｌ＝２８ｍ、アスファルト舗装工１３１㎡ 

  

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１４日まで 

予定価格 １５，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

奈川区内、西区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、オリエント株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３３０１１０１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西土木管内下水道修繕工事（その２） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工３７か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝１５ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝２０ｍ）、雨水桝修繕工１０か所、インバート修繕工５か所、足掛け金

物修繕工１０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 １５，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

  が、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。 

（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 

株式会社昭和工業写真社、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３３０１１０１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平沼さわやか公園ほか８公園施設改良工事 

施工場所 
西区西平沼町１５番地４ほか８か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（地被植栽工、中低木植栽工、高木植栽工、剪定・刈込工 ほか）、

設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月 ３日まで 

予定価格 １４，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

株式会社福寿企画、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３４０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道関内本牧線環境改善（低騒音舗装）工事 

施工場所 
中区本郷町１丁目１８番地先から２丁目５１番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，４８７㎡、透水性樹脂コンクリート工５．２㎥、導水パイプ設置

工Ｌ＝３４７ｍ、舗装版切断工Ｌ＝１７０ｍ 

工期 契約締結の日から４０日間 

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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３５０１１０２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南区大岡五丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
南区大岡五丁目１３番地先から１５番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，０９２㎡、路盤工１，０９２㎡、舗装版切断工Ｌ＝３６６ｍ、Ｌ

型側溝工Ｌ＝１９６ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １３，７２０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

株式会社創、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 １時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３６０１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南区港南台一丁目地内道路整備工事 

施工場所 
港南区港南台一丁目２９番１２号地先から３２番２号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３２０㎡、不陸整正工１，３２０㎡、舗装版切断工Ｌ＝４６２ｍ

、舗装版直接掘削積込１，３２０㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝４４０ｍ、区画線設置工Ｌ＝３５４

ｍ ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １４，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

株式会社アイ・テック、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 １時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港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 ０５３７０１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷区仏向町地内舗装補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町５２２番地先から５９０番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ１，９２９㎡、舗装切断工Ｌ＝３９９ｍ、区画線設置工Ｌ＝９０７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２０日まで 

予定価格 １１，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 １時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５３７０１１０１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷区西谷町地内舗装補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区西谷町１１７５番地先から１１８８番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，８２１㎡、不陸整正工８０㎡、舗装切断工Ｌ＝２２０ｍ、Ｌ型側

溝工Ｌ＝１００ｍ、区画線設置工Ｌ＝２１４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 １３，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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、神奈川区内又は保土ケ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 

有限会社新日本プリント、株式会社創 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 １時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５３７０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内下水道修繕工事（その８） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工３５か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝１１ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝１２ｍ）、雨水桝修繕工３０か所、インバート修繕工５か所、足掛け金

物修繕工１５か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 １９，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

    が、南区内又は保土ケ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 

有限会社新日本プリント、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４７  

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 ０５３７０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内下水道修繕工事（その９） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工３５か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝４３ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝１５ｍ）、雨水桝修繕工２５か所、インバート修繕工５か所、足掛け金

物修繕工１５か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 １８，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４７ 
 

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 ０５３８０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区鶴ケ峰二丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区鶴ケ峰二丁目４１番地先から５６番地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，５８０㎡、不陸整正工１，５８０㎡、舗装版破砕積込工

１，５８０㎡、ＬＵ型側溝工Ｌ＝４４ｍ、区画線設置工Ｌ＝４７８ｍ 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 １４，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 １時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 
財政局契約第一課 

 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３８０１１０３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
東希望が丘第二公園施設改良工事 

施工場所 
旭区東希望が丘７１番地３０ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、中低木植栽工、地被植栽工）、設備工、園路広場工、

施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月２７日まで 

予定価格 １３，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

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 

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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のい

ずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４１０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道横浜上麻生線港北区小机町地内舗装補修工事 

施工場所 
港北区小机町４５１番地先から１０１０番地先まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工１，５９８㎡、アスファルト舗装工５９５㎡、路盤工１７８㎡

、路面切削工１，６８４㎡、舗装版切断工Ｌ＝１０２ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝５７ｍ、区画線

設置工Ｌ＝５６０ｍ 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 １８，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、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 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 １時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５４１０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北区富士塚一丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
港北区富士塚一丁目２４番地先から菊名一丁目１３番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５，４４０㎡、路盤工１４０㎡、路盤及びほ装の敷きならし転圧

３００㎡、舗装補強シート工３５０㎡、路面切削工５，３００㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２０ｍ

、区画線設置工Ｌ＝１，２１０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月２０日まで 

予定価格 ２２，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５４１０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北区箕輪町二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
港北区箕輪町二丁目１０番地先から日吉七丁目７番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３、９４０㎡、路盤工３００㎡、路面切削工３，６４０㎡、Ｌ型側溝

工Ｌ＝２００ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，８５０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １８，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４１０１１０２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北区篠原東三丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
港北区篠原東三丁目９番地先から３０番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，４３３㎡、不陸整正工３，４３３㎡、舗装版切断工Ｌ＝９９ｍ、

舗装版破砕積込工３，４５２㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２５ｍ、区画線設置工Ｌ＝１３０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １９，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、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 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４１０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北土木管内河川維持工事（その２） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 
河川しゅんせつ工１，０００㎥、除草工５，０００㎡、転落防止柵設置工Ｌ＝７０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １６，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港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 ０５４２０１１０１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
緑区十日市場町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
緑区十日市場町１８６５番４８地先から１８６５番１２２地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１４４㎡、路面切削工１，７０２㎡、舗装切断工Ｌ＝２０ｍ、Ｌ

型側溝工Ｌ＝６０ｍ、区画線設置工Ｌ＝５８１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月２０日まで 

予定価格 ９，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４２０１１０１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
緑区長津田一丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
緑区長津田一丁目３番２０号地先から１５番７号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，４４６㎡、路盤工１，４４６㎡、舗装版切断工Ｌ＝２２１ｍ、舗

装版破砕積込工１，４９０㎡、区画線設置工Ｌ＝２５０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月２０日まで 

予定価格 １８，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

    が、緑区内、都筑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 

有限会社サン・アート、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４２０１１０１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
緑土木管内下水道修繕工事（その３） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工６９か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝２７ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝１０ｍ）、雨水桝修繕工３０か所、インバート修繕工１０か所、足掛け

金物修繕工１５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 ２２，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４５０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
品濃坂歩道橋及び戸塚土木管内歩道橋補修工事 

施工場所 
戸塚区品濃町５３１番地先及び戸塚土木管内 

工事概要 

樹脂モルタル舗装工１３３㎡、防水下地均しモルタル工１３３㎡、横断歩道橋目隠板撤去

・設置工４４㎡、塗装工一式、足場工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２０日まで 

予定価格 １９，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

    が、旭区内又は戸塚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 

有限会社サン・アート、株式会社創 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４５０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
矢部東公園施設改良工事 

施工場所 
戸塚区矢部町１４２番地の２ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被植栽工、剪定・刈込工 ほか）、設備工、園路

広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ２０，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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 

関東コピー株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４  

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 ０５４６０１１０１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄区桂台南二丁目地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
栄区桂台南二丁目１番７号地先から１３番１３号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５，２７７㎡、不陸整正工５，２７７㎡、舗装版切断工Ｌ＝１２３ｍ

、舗装版直接掘削積込５，３１１㎡、区画線設置工Ｌ＝１９０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２８日まで 

予定価格 １９，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、港南区内、金沢区内又は栄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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４６０１１０１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄区若竹町地内舗装補修工事 

施工場所 
栄区若竹町１５番地先から２９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，４４３㎡、路盤工３，４７６㎡、舗装版切断工Ｌ＝５６ｍ、舗装

版直接掘削工３，４７６㎡、区画線設置工Ｌ＝３１０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２８日まで 

予定価格 １５，４６０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

南区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４７０１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉区和泉町地内舗装補修工事（その３） 

施工場所 
泉区和泉町５９５番地先から１６６９番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，４４８㎡、路盤工３，４４８㎡、舗装切断工Ｌ＝３６４ｍ、舗装

版破砕工３，４４８㎡、区画線設置工Ｌ＝５７３ｍ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １６，４６０，０００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 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社創 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ２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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８０１－３１３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４７０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉土木管内下水道修繕工事（その３） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工１８か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝２１ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝２０ｍ）、雨水桝修繕工５か所、インバート修繕工４か所、足掛け金物

修繕工８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 １２，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５４７０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
領家公園ほか９公園施設改良工事 

施工場所 
泉区領家一丁目１１番ほか９か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、地被植栽工）、設備工、園路広場工、施設整備工、施

設改良工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２２，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８０１－３１３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４８０１１０１８ 

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狭あい道路拡幅整備工事 

施工場所 
瀬谷区瀬谷五丁目８番地先から１０番地先まで 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝７１．１ｍ、ＬＵ型側溝工Ｌ＝８１．９ｍ、Ｌ型擁壁工（Ｈ＝１．２ｍ、

Ｌ＝５．４ｍ）、Ｌ型擁壁工（Ｈ＝１．２ｍ、Ｌ＝５．４ｍ）、アスファルト舗装工

５１４㎡ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １３，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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） 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１２４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
飯島中学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
栄区飯島町７４６番地１ 

工事概要 

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

、車椅子兼用及び視聴覚障害者兼用 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５７１０１１２４３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
洋光台第四小学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
磯子区洋光台六丁目６番１号 

工事概要 

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

、車椅子対応福祉型 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

設計図書の購入先・申込期限 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 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 ０５７１０１１２４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
岡津小学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
泉区岡津町２３１１番地 

工事概要 

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

、防犯窓付、車椅子対応福祉型 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５７１０１１２４５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南台第三小学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
港南区港南台二丁目１４番１号 

工事概要 

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

、大型窓付き 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ４時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 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 ０５７１０１１２４６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大道中学校校庭改良工事 

施工場所 
金沢区大道一丁目８５番地１号 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝２６１ｍ、散水施設工一式、運動施設工一式、砕石スクリーニングス舗装

工４，４４８㎡ 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ２２，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

    が、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

（２）平成１６年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

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

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５７１０１１２４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南希望が丘中学校個別支援学級教室整備工事 

施工場所 
旭区南希望が丘１０８番地８ 

工事概要 

普通教室改修工（延床面積１２６㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１５日まで 

予定価格 １１，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

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

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

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

奈川区内、西区内、南区内、港南区内、保土ケ谷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 

有限会社ナガイ、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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１９日（水）午後 ３時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市調達公告第 181号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「末吉地区センター再整備工事（建築工事）」ほか 55 件の工事について、一般競争入札を行

う。 

平成17年９月27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 30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最低の価格をもって入札を行った者（以下

「落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

って通知に代えるものとする。 

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

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

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

定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

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

当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

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

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

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

る。 

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

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

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



横浜市報調達公告版 

                                第 41号 平成 17年９月 27日発行 

                                                    

                        69

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最低の

価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

28条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

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

の回数に含まない。 

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

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

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

おいて、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める

各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

来高に応じて行う。 

 

８ その他 

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

否かは、工事ごとに明示する。 

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

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

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

る。 

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

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

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

とはできないものとする。 

(8) ５(2)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項
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の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

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

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

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

こと。 

(9) 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 ０５０４０１１００６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
末吉地区センター再整備工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区上末吉二丁目１６番１６号 

工事概要 

バリアフリー工（トイレ改修工（延床面積４８．５６㎡、計２か所）ほか）、耐震スリッ

ト設置工１６か所、外壁改修工７３５㎡、屋上防水改修工７３５㎡ 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 ４１，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、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 

株式会社昭和工業写真社、株式会社創 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６３  

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 ０５０５１１１０１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
入船小学校保育所分園（仮称）整備その他工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区浜町１丁目１番地１ 

工事概要 

保育所増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積２５０㎡）、教室改修工（延床面積２５０㎡、計

４教室） 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 ７７，１１０，０００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 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

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

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

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の建築部門に登載されている者は提出不要。）

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 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 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６ 
 

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 ０５０６０１１０１２ 

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 

施工場所 戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

整備面積：１．４ha、施設整備工（水鏡（慰霊碑）工１基、カロート工４，４１６基）、

基盤整備工（ブルドーザー敷均し締固め１，９１８㎥、作業土工）、植栽工（中低木植栽

工、張芝工１０，４８２㎡）、設備工（スプリンクラーノズル工２３か所）、園路広場整備

工（透水性土舗装工４７５㎡、コンクリート縁石工１８３ｍ） 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 ５１８，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

下記の要件を満たす技術力結集型共同企業体であること。    

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

    こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。                

（２）構成員の数は２者であること。 

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

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

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

体構成員中最大であること。                          

（５）構成員の平成１７・１８年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の

    造園に係る工事最高請負実績の元請金額の合計が、３２６，４７８，６００円以上で

あること。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社創 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

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

札金額と一致させること。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 



横浜市報調達公告版 

                                第 41号 平成 17年９月 27日発行 

                                                    

                        74

契約番号 ０５１２０１１０７２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（中田地区）街路整備工事（その１８） 

施工場所 
泉区中田東三丁目２２番地先から中田北二丁目３番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５，３９５㎡、路盤工４，４２７㎡、路床安定処理工３，６７１㎡、

舗装版切断工Ｌ＝５２５ｍ、舗装版直接掘削積込１，４３３㎡、中央分離帯設置工Ｌ＝

３２９ｍ、区画線設置工Ｌ＝４，０８２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 １２９，１１０，０００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 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１２０１１０７７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路環状３号線（戸塚地区）街路整備工事（その１１） 

施工場所 
戸塚区戸塚町２１９９番 

工事概要 

土工（掘削土量１８，９３４㎥）、法面工（切土整形１，１８７㎡、客土吹付１，１８７

㎡、種子散布１，７９８㎡）、排水工、準備工 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 １８５，６２０，０００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 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１６年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５１２０１１０７８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
第二山手隧道補強工事 

施工場所 
中区麦田町１丁目１８番から石川町１丁目４５番まで 

工事概要 

覆工補修工（クラック処理工６３３ｍ、線導水工６１．９ｍ、裏込注入工４．６㎥）、補

強材巻立工（薄肉補強鋼板パネル設置１８０ｍ）、内面処理工（横断排水工８か所、縦断

排水工３９４ｍ）、歩道改築工（防護柵改築工２６８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ５２０，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

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 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成したトンネル築造工事（山岳トンネルの矢

板工法又はＮＡＴＭのいずれかに限る。）又はトンネル補強工事（山岳トンネルに限る。

補修工事は除く。）の元請としての施工経験を有すること。 

技術適性リストの〔土木〕トンネル工事ａ区分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）（工

事経験欄にトンネル工事の工法名及び概要を記入すること。） （３）監理技術者講習修

了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けてい

る者は提出不要。） 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（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 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９  

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 ０５１２０１１０７９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）横浜駅東口ペデストリアンデッキ新設工事（下部工） 

施工場所 
西区高島二丁目１９番地先から高島一丁目３番地先まで 

工事概要 

Ｐ１橋脚（複合ＰＣウェルΦ３，０００㎜（Φ２，０００㎜）、Ｌ＝４３．５５ｍ、２本）、Ｐ

２橋脚（鋼管矢板基礎Φ１，０００㎜、Ｌ＝３５．５ｍ、２２本）、Ｐ３橋脚（場所打ち杭Φ

１，２００㎜、Ｌ＝４１．５ｍ、４本、フーチング５．４ｍ×５．４ｍ×５．４ｍ）、Ｐ３橋

脚階段部下部工、仮設工、ＲＣ歩廊延伸部築造工 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 ４３２，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 
※次頁のとおり 

 

提出書類 

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

事経験欄に橋梁下部工事の概要を記入し、役職欄の監理技術者又は現場代理人のいずれか

従事する方に丸印をつけること（現場代理人に従事する場合は、その他欄に現場代理人と

記入し丸印をつけること。）。） （３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１ 

６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）

施工実績調書（工事内容欄に市内企業構成員が施工した橋梁下部工事の概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） （５

）共同企業体協定書兼委任状 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

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

札金額と一致させること。 

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

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９１  

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 ０５１２０１１０７９ 

工事件名 
（仮称）横浜駅東口ペデストリアンデッキ新設工事（下部工） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

下記の要件を満たす技術修得型共同企業体であること。               

（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ

  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。                  

（２）構成員の数は２者であること。                       

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

  の１０分の４以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という

。）の出資比率は、当該共同企業体構成員中最大であること。           

（４）代表構成員の平成１７・１８年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工

  種の土木に係る工事最高請負実績の元請金額が、２７２，５３８，０００円以上であ

ること。 

（５）各構成員は、前頁の入札参加資格を満たす者であること。           

（６）構成員の組み合わせは、次のア代表構成員の資格要件を全て満たす者とイ市内企業

  構成員の資格要件を全て満たす者による組み合わせであること。 

  ※ 施工実績及び技術者の施工経験は、いずれも平成７年４月１日以降に完成したも

の（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。                            

ア 代表構成員の資格要件                          

 （ア）技術適性リストの〔土木〕橋梁下部工事ａ区分に登載されている者であるこ

と。 

   （イ）前頁の技術者は、橋梁下部工事の元請としての施工経験を有すること。   

  イ 市内企業構成員の資格要件                         

   （ア）所在地区分が市内であること。                     

   （イ）橋梁下部工事の元請としての施工実績を有すること。  

   （ウ）前頁の技術者は、橋梁下部工事の元請としての施工経験を有すること。   

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

  として配置すること。                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５１２０１１０８０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（矢部地区）街路整備工事（その１６） 

施工場所 
戸塚区戸塚町４６６８番から１６１０番まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工２，１１５㎡、アスファルト舗装工１，８６６㎡、路盤工

３，９８１㎡、舗装版切断工Ｌ＝９１ｍ、排水性舗装用縦断管工Ｌ＝１６３ｍ、地先境界

石工Ｌ＝６３ｍ 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 １２９，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、工事番号０５１２０１１０８０番及び０５

１２０１１０８１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、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５１２０１１０８０ 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（矢部地区）街路整備工事（その１６） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は工事番号０５１２０１１０８１番の工事と合併入札を行う。 

   予定価格及び調査基準価格については、工事番号０５１２０１１０８０番及び０５

１２０１１０８１番の合計金額を工事番号０５１２０１１０８０番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５１２０１１０８１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（矢部地区）街路整備付帯工事（その１６） 

施工場所 
戸塚区戸塚町４６６８番から矢部町１６１０番まで 

工事概要 

交通安全施設工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

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 

工事番号０５１２０１１０８０番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

工事番号０５１２０１１０８０番に記載する。 

提出書類 

工事番号０５１２０１１０８０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、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 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 

本件工事は工事番号０５１２０１１０８０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、工事番号０５１２０１１０８０記載する。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５１４０１１０５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南本牧埋立工事（Ｂー３中仕切護岸防食工その３） 

施工場所 
中区南本牧地先 

工事概要 

ペトロラタムライニング防食工（鋼製ケーソン）１８４㎡、鋼製ケーソン目地補修工１０

か所 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ４６，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る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、海上又は海中での施工による防食工事（ただし、電気

防食工事を除く。）の元請としての施工実績を有すること。（当該施工実績が共同企業体 

の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。） 

提出書類 

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

（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

内容欄に防食工法及び防食工事を施工した港湾構造物等の名称を記入し、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、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局南本牧ふ頭建設事務所 電話 ０４５－６２２－５５４０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５１４０１１０５８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大黒大橋落下物防止柵設置工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭１番及び２番 

工事概要 

落下物防止柵設置工（アルミ製、Ｈ＝２ｍ、Ｌ＝３２４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ２６，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業又は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 
 

提出書類 

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

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

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

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

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

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、有限会社リバーストン 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局南部管理課 電話 ０４５－６６３－０９３１  

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 ０５２１０１１１９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新山下緑地基盤整備工事（その６）（１） 

施工場所 
中区新山下一丁目１番２８３ 

工事概要 

法面工一式（Ｈ＝４．５ｍ～２０ｍ、ロックボルト工６１本、吹付け法枠工Ｌ＝２３８ｍ

、長繊維混入補強土工１，２６７㎡） 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 ５６，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 とび・土工 

格付等級 - 

登録細目 【とび・土工：法面工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

とび・土工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日以降に完成した高さ１２ｍ以上の法面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 

東洋製図工業株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

※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 ０５２１０１１１９２ 

工事件名 
新山下緑地基盤整備工事（その６）（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）施工実績調書（工事

内容欄に工事概要及び法面の高さを記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計

図書の写し等の書類を添付すること。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、工事番号０５２１０１１１９２番及び０５

２１０１１１９３番の工事件名を併記すること。 

 

【注意事項】 

（１）本件工事は工事番号０５２１０１１１９３番の工事と合併入札を行う。 

   予定価格については、工事番号０５２１０１１１９２番及び０５２１０１１１９３

番の合計金額を工事番号０５２１０１１１９２番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１１９３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新山下緑地基盤整備工事（その６）（２） 

施工場所 
中区新山下一丁目１番２８３ 

工事概要 

構造物取壊し工一式、敷地造成工一式 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 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 とび・土工 

格付等級 - 

登録細目 【とび・土工：法面工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

工事番号０５２１０１１１９２番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

工事番号０５２１０１１１９２番に記載する。 

提出書類 

工事番号０５２１０１１１９２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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

本件工事は工事番号０５２１０１１１９２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、工事番号０５２１０１１１９２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 ０５２１０１１１９４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
三ツ沢公園陸上競技場公認更新整備工事 

施工場所 
神奈川区三ツ沢西町３番１号 

工事概要 

ウレタン舗装工２，２０４．８㎡、ウレタン舗装撤去工２，２０４．８㎡、トップコート

塗布工９，２８６㎡、遮熱性トップコート塗布工１５２．２㎡、競技施設工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月 １日まで 

予定価格 ７３，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：運動施設工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

土木工事業又はほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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）特記仕様書において公認検定等について定めがあるので留意すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６  

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 ０５２１０１１１９５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新横浜公園Ｄゾーンレストハウス新築工事（建築工事） 

施工場所 
港北区小机町３３００番 

工事概要 

ＲＣ造、平屋建及びＰＨ１階、延床面積２８７．７５㎡、既製ＰＣ杭基礎工（Ｌ＝２３ｍ

、２４本） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ８３，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る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）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、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

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

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１１９９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部水再生センター雨水ポンプ施設電気設備工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地 

工事概要 

西部水再生センター雨水ポンプ施設電気設備工事一式（高圧閉鎖配電盤１面、高圧コンビ

ネーションスタータ１面、動力変圧器盤１面、現場盤１７面、制御盤１面、インバータ盤

１面 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 ２０５，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

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（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（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 

東洋製図工業株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ０４５－６７１－２８５２  

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 ０５２１０１１１９９ 

工事件名 
西部水再生センター雨水ポンプ施設電気設備工事 

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（下水道施設用）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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（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 ０５２１０１１２１１ 

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送風機（６・７号機）設備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

多段ターボブロワ（吸込口径４００㎜）製作・据付２台、空気ろ過器製作・据付４台、チ

ェーンブロック製作・据付２基 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 ２３９，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る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）におけるブロワ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）における吸込

口径が３００㎜以上のブロワ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（工事内容欄にブロワの吸込口径、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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ３時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル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 ０４５－６７１－２８５３ 
 

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 ０５２１０１１２１１ 

工事件名 
栄第二水再生センター送風機（６・７号機）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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（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 ０５２１０１１２１２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
樽町ポンプ場処理水送水機械設備工事 

施工場所 
港北区樽町三丁目９番１１号ほか１か所 

工事概要 

水中汚水ポンプ製作・据付２台、加圧給水ユニット製作・据付１台、自動洗浄ストレーナ

製作・据付１台、薬品注入ポンプ製作・据付２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 ６２，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ３時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル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）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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局設備課 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 ０５２１０１１２１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
樽町ポンプ場№９、１０、１１雨水ポンプ逆止弁設備工事 

施工場所 
港北区樽町三丁目９番１１号 

工事概要 

逆止弁（口径１，１００㎜）製作・据付３台、大口径鋳鉄管据付工一式、ゴム継手据付工

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 ６１，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で

配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成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）におけるポン

プに係る口径８５０㎜以上の逆止弁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）

（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（工事内容欄に逆止弁

の口径、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、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ３時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル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）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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局北部第一水再生センター 電話 ０４５－５７２－２２８１  

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 ０５２１０１１２２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新横浜公園投てき練習場ほか園地整備工事（１） 

施工場所 
港北区小机町３３００番 

工事概要 

整備面積：２．５ha、基盤整備工（作業土工）、施設整備工（ベンチ工、柵工、門扉工ほ

か）、グラウンド・コート整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ７９，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。         

提出書類 

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

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

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

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

。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２２４番及び０５

２１０１１２２５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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル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 ０４５－６７１－４１２６ 
 

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 ０５２１０１１２２４ 

工事件名 
新横浜公園投てき練習場ほか園地整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２２５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０５２１０１１２２４番及び０５２１０１１２２５

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２２４番に記載する。           

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

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１２２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新横浜公園投てき練習場ほか園地整備工事（２） 

施工場所 
港北区小机町３３００番 

工事概要 

整備面積：２．５ha、植栽工（土壌改良工、高木植栽工、地被植栽工）、グラウンド・コ

ート工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１２２４番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２２４番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２２４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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル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０５２１０１１２２４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０５２１０１１２２４番に記載する。 

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 ０５２１０１１２３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度阿久和川改修工事（その３） 

施工場所 
戸塚区上矢部町３７０番地先から６１９番地３先までほか１か所 

工事概要 

河川土工、低水路工（Ｌ＝６１７ｍ）、親水階段設置工（１か所）、河川管理用通路舗装 

工（脱色アスファルト舗装工８９２㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １４７，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５２１０１１２３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部処理区市場地区下水道再整備工事（その７） 

施工場所 
鶴見区市場西中町５７２番地先から１３９７番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝８０３．３ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０

㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝２３３．５ｍ）、インバート築造工（既設管Φ８００㎜～

Φ１，３５０㎜、Ｌ＝３２７．７ｍ）、小口径管推進工（鋼管さや管方式Φ５００㎜、Ｌ

＝２．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ９月２９日まで 

予定価格 １９５，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

。） 

設計図書の購入先・申込期限 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３５７１  

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 ０５２１０１１２３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部処理区市場地区下水道再整備工事（その８） 

施工場所 
鶴見区栄町通１丁目１番地先から２０番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝９４２．３ｍ）、ヒューム管布設工（

Φ１，０００㎜、Ｌ＝５．０ｍ）、小口径管推進工（Φ７００㎜強プラ管、Φ９００㎜鋼

管鞘管、Ｌ＝３．８ｍ）、管きょ更生工（製管工法、Φ５５０㎜、Ｌ＝８４．９ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年１１月３０日まで 

予定価格 １８９，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１２３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中部処理区山下地区下水道再整備工事（その８） 

施工場所 
中区山下町３番地先から６８番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝１６０．４ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０

㎜～Φ７００㎜、Ｌ＝５９７．５ｍ）、インバート築造工（Φ６００㎜～Φ７００㎜、Ｌ

＝１２２．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７月３１日まで 

予定価格 １２５，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５２１０１１２３９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
太尾ポンプ場雨水滞水池（第二期）場内整備工事 

施工場所 
港北区太尾町２１４３番地 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ１００ｍ～Φ２００ｍ、Ｌ＝６０ｍ）、圧送管布設工（Φ３００㎜、Ｌ

＝７０ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝１．４３ｍ～１．６６ｍ、２か所）、ネットフェンス設置・

撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ３０，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

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

  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

（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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 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 ０５２１０１１２４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北水再生センター汚泥調整槽Ｎｏ．４覆蓋整備工事 

施工場所 
港北区太尾町１８０５番地 

工事概要 
円形軽量耐食性覆蓋設置工１５８㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２９，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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  該当しない 

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 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 ０５２１０１１２４１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度名瀬川改修工事 

施工場所 
戸塚区名瀬町１７１４番地先から１７２０番地先まで 

工事概要 

土工（掘削工２，２７０㎥、床堀２４０㎥、残土処分工１，７３６㎥）、杭基礎工（Ｈ＝

５ｍ～６ｍ、４９本）、護岸工（ブロック積工３９３㎡、パラペット擁壁工１００ｍ）

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 ６２，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、既製杭（木杭を除く。）の打込み工を含む工事の元請

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

合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

提出書類 

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

（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、既製

杭の種類及び杭長を記入し、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、オリエント株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８６０  

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 ０５２１０１１２４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度相沢川環境整備工事 

施工場所 
瀬谷区下瀬谷二丁目２７番から３３番地先まで 

工事概要 
土工４５８㎥、低水路整備工１６１ｍ、浸透桝整備工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２９，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８５９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５２１０１１２４３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北処理区菊名地区下水道整備工事（その６２） 

施工場所 
港北区菊名三丁目１５番１１号地先から２２番１３号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ３５０㎜～Φ４５０㎜、Ｌ＝１６９．４ｍ）、管更生（Φ３００㎜、Ｌ

＝２８．２ｍ）、舗装復旧工３８２．３㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２８，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４３  

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 ０５２１０１１２４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事 

施工場所 
港南区丸山台二丁目２番１０号地先から７番３４号地先まで 

工事概要 
雨水浸透桝設置工１０１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 ４２，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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。）。 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２４４番及び０５

２１０１１２４５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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ０４５－６７１－２８４５  

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 ０５２１０１１２４４ 

工事件名 
栄処理区港南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０５２１０１１２４５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０５２１０１１２４４番及び０５２１０１１２４５

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２４４番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）契約番号０５２１０１１２４５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 ０５２１０１１２４５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事に伴う付帯工事 

施工場所 
港南区丸山台二丁目２番１０号地先から７番３４号地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝３２４．９ｍ）、舗装復旧工

２，６００．３㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月１２日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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０５２１０１１２４４番に記載する。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２４４番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２４４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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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０５２１０１１２４４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０５２１０１１２４４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 ０５２１０１１２４６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢処理区釜利谷南地区下水道整備工事（その８） 

施工場所 
金沢区釜利谷南二丁目１８番１号地先から２１番１号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００㎜～Φ４００㎜、Ｌ＝８５６ｍ）、組立人孔築造工（Ｈ＝１．７

ｍ～２．４ｍ、３３か所）、接続桝築造工１２８か所、Ｌ型側溝工Ｌ＝７０２．４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 ８１，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上

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

こと。 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 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 ０５２１０１１２４７ 

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１２） 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目３０番地の１地先から５５番地の３９地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工９４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 ４７，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２４７番及び０５

２１０１１２４８番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ０５２１０１１２４７ 

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１２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２４８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０５２１０１１２４７番及び０５２１０１１２４８

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２４７番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）契約番号０５２１０１１２４８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 ０５２１０１１２４８ 

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１２）に伴う付帯工事 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目３０番地の１地先から５５番地の３９地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝４００．６ｍ）、既設排水構造物撤去工一

式、舗装復旧工３，６９０．７㎡ 

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 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

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０５２１０１１２４７番に記載する。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２４７番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２４７番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 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０５２１０１１２４７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０５２１０１１２４７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 ０５２１０１１２４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区川和地区下水道整備工事（その４２） 

施工場所 
都筑区川和町２１８８番地の２地先から２２５０番地の１５地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝４５５．６ｍ）、雨水浸透桝設置工５０か所、組立人孔

築造工（Ｈ＝２．３ｍ～３．１７ｍ、２６か所）、Ｌ型側溝工Ｌ＝９３８．４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 ８６，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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。） 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４３  

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 ０５２１０１１２５０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区伊勢佐木地区下水道再整備工事（その６） 

施工場所 
中区長者町９丁目１６８番地先から１７６番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３００㎜、Ｌ＝４３．６ｍ）、ヒューム管布設工（Φ７００㎜

、Ｌ＝６０．０ｍ）、管更生（Φ６４０㎜～Φ７８０㎜、Ｌ＝９２．６ｍ）、舗装復旧工５７５

㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ５３，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３５７１  

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 ０５２１０１１２５１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区岡村地区下水道再整備工事（その５） 

施工場所 
磯子区磯子八丁目１７番１８号地先から１３番３号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ４５０㎜、Ｌ＝７５．７ｍ）、管更生（Φ２５０㎜～

Φ７００㎜、Ｌ＝４８４．８ｍ）、組立人孔築造工（Ｈ＝１．５ｍ、５か所）、舗装復旧工

１５０．２㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７月３１日まで 

予定価格 ５３，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、株式会社福寿企画 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３  

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 ０５２２０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神明台処分地第７次遊水池補修工事（その２） 

施工場所 
泉区池の谷４０１６番 

工事概要 

遊水池躯体補修工（塗装工２，９３２㎡、足場工一式、金網撤去工一式）、排水処理施設

補修工（コンクリート防食塗装工１６６㎡、通路嵩上げ工一式） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ３４，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗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、港

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

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４１  

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 ０５２３０１１０２７ 

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（電気設備工事） 

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㎡）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１９年 ３月１９日まで 

予定価格 ８８，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

（３）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０５２３０１１０２７番及び０５

０５０１１００３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、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 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 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 ０５２３０１１０２７ 

工事件名 
南日吉住宅（仮称）第１期建替工事（電気設備工事） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５０５０１１００３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０５２３０１１０２７番及び０５０５０１１００３

番の合計金額を契約番号０５２３０１１０２７番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）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 ０５０５０１１００３ 

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（電気設備工事） 

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㎡）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１９年 ３月１９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

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０５２３０１１０２７番に記載する。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２３０１１０２７番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２３０１１０２７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、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 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 

本件工事は契約番号０５２３０１１０２７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０５２３０１１０２７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 ０５２３０１１０３０ 

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（衛生設備工事） 

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㎡）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１９年 ３月１９日まで 

予定価格 １１２，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、磯子区内、金沢区内、港北区内又は都筑区内のい

ずれかにあること。 

提出書類 

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

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

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、工事番号０５２３０１１０３０番及び０５

０５０１１００４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 

有限会社サン・アート、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ３時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル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 ０５２３０１１０３０ 

工事件名 
南日吉住宅（仮称）第１期建替工事（衛生設備工事） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５０５０１１００４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０５２３０１１０３０番及び０５０５０１１００４

番の合計金額を契約番号０５２３０１１０３０番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（４）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 ０５０５０１１００４ 

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（空調衛生設備工事） 

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㎡）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１９年 ３月１９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０５２３０１１０３０番に記載する。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２３０１１０３０番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２３０１１０３０番に記載する。 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ３時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル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  該当しない 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２３０１１０３０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０５２３０１１０３０番に記載する。 

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 ０５２４０１１００６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度ヨコハマポートサイド地区公園整備工事（土木工事） 

施工場所 
神奈川区大野町１番地の１１地先 

工事概要 

土工１１７㎥、擁壁工（Ｈ＝２ｍ、Ｌ＝１０ｍ）、デッキ工一式、転落防止柵設置工

４８．４ｍ、赤レンガ舗装工７７㎡ 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 ２７，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 都市整備局都市再生推進課 電話 ０４５－６７１－３８５７  

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 ０５３１０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
県道川崎町田線鶴見区上末吉五丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
鶴見区上末吉五丁目１８番地先から駒岡三丁目３７番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工７，８６５㎡、アスファルト舗装工１５４㎡、区画線設置工Ｌ＝

２，９５５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月１５日まで 

予定価格 ２８，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５２１－６６５１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５３８０１１０３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
上白根長坂公園ほか７公園施設改良工事 

施工場所 
旭区上白根三丁目３９番ほか７か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、高木植栽工、地被植栽工 ほか）、設備工、園路広

場整備工、施設整備工、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 ３４，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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。）。 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５４００１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道原宿六浦線金沢区朝比奈町地内交差点改良工事（夜間） 

施工場所 
金沢区朝比奈町４８８番地先 

工事概要 

張出歩道工（Ｗ＝１ｍ～２ｍ、Ｌ＝６７．５ｍ）、ブロック積擁壁工１８２．１㎡、転落

防止柵設置工１５１ｍ、排水性舗装工１，５１９㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ７０，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４  

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 ０５４５０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
県道横浜伊勢原線戸塚区戸塚町地内舗装補修工事 

施工場所 
戸塚区戸塚町４０３３番地先から４８１０番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，０９６㎡、アスファルト舗装工２，５２５㎡、半たわみ性アスフ

ァルト舗装工７９２㎡、路面切削工２２０㎡、区画線設置工Ｌ＝１，３４１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月 ６日まで 

予定価格 ２７，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

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

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

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

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

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

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

札金額と一致させること。 

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

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

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５４５０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
戸塚区小雀町地内舗装補修工事 

施工場所 
戸塚区小雀町６７３番地先から２５０６番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，５３０㎡、舗装版切断工Ｌ＝５５５ｍ、ＬＵ型側溝工Ｌ＝９１ｍ

、Ｕ型側溝工Ｌ＝７７．３ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，３２６ｍ、擁壁工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１５日まで 

予定価格 ３３，６２０，０００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 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

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

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

内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４５０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道柏尾第５３５号線戸塚区舞岡町地内道路改良工事 

施工場所 
戸塚区舞岡町３０２３番地先から３０８６番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，２８６㎡、路盤工１，２８６㎡、舗装版切断工Ｌ＝４９２ｍ、Ｌ

形側溝工Ｌ＝１１５．３ｍ、ＬＯ側溝工Ｌ＝６６．１ｍ、区画線設置工Ｌ＝４５８ｍ ほ

か 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月１３日まで 

予定価格 ２６，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４５０１１０３９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道俣野第３１６号線戸塚区深谷町地内道路改良工事（その４） 

施工場所 
戸塚区深谷町１３９８番地先から俣野町１４０３番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，６３９㎡、路床置換工２，３２４㎡、路盤工２，３２４㎡、舗装

切断工Ｌ＝１，０９６ｍ、舗装版撤去工２，７３１㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１９６．８ｍ、Ｌ

Ｕ型側溝工Ｌ＝１８４．４ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，４４０ｍ 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 １０４，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 
 

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０５４８０１１０２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
東野第一公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区東野１２８番地 

工事概要 

整備面積：３，５５３㎡、基盤整備工、植栽工（高木植栽工、中低木植栽工、地被植栽工

ほか）、設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 ０５７１０１１２３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
飯島中学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
栄区飯島町７４６番地１ 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上４階建、延床面積４７．２㎡）、玄関改修工（延床面

積３２㎡）、トイレ改修工（車椅子対応、延床面積６．８㎡、計３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 ３５，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、保土ケ谷区内、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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 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 ０５７１０１１２３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
洋光台第四小学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
磯子区洋光台六丁目６番１号 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上４階建、延床面積５８．９２㎡）、トイレ設置工（車

椅子対応、延床面積１１．６㎡、１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 ３５，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

株式会社昭和工業写真社、有限会社新日本プリント 

平成１７年 ９月３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 
 

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 ０５７１０１１２３６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南台第三小学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
港南区港南台二丁目１４番１号 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積７２．４３㎡）、トイレ設置工（車

椅子対応、延床面積１１．２㎡、計２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 ３３，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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、保土ケ谷区内、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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０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最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

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 ０５７１０１１２３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
岡津小学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
泉区岡津町２３１１番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積４１．７５㎡）、トイレ設置工（車

椅子対応、延床面積３６．２㎡、１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 ２４，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、保土ケ谷区内、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 

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３０日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホ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２０日（木）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第 182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 27日 

                         契約事務受任者 

                               横浜市助役   本多 常髙  

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ 高規格救急車 

10台の購入 

財政局契約部契

約第二課 

中区港町１丁目

1番地 

平成 17 年

７月 20日

神奈川トヨタ自

動車株式会社 

神奈川区栄町７

番地１ 

151,200,000

指名競争

入札 

平成 17年

６月７日

－ 

 

 

横浜市調達公告第 183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 27日 

                                契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ 化学車（Ⅲ型）

ぎ装 １台の

製造 

財政局契約部契

約第二課 

中区港町１丁目

1番地 

平成 17 年

７月 20日

ジーエムいちはら

工業株式会社 

栃木県鹿沼市樅山

町上原 267番地 

  円

46,095,000

指名競争

入札 

平成 17年

６月７日

－ 

２ 化学車（Ⅲ型）

シャシ １台の

購入  

同 同 横浜日野自動車株

式会社 

瀬谷区北町 36 番

地 30 

13,860,000

随意契約同 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

(ａ) 

３ 小型消防車（Ｃ

Ｄ－Ⅰ） ぎ装 

２台の製造 

同 同 株式会社畠山ポン

プ製作所 

静岡県沼津市東間

門２丁目１番地５

22,365,000

同 同 同 

４ 小型消防車（Ｃ

Ｄ－Ⅰ）シャシ 

２台の購入 

同 同 神奈川いすゞ自動

車株式会社 

保土ヶ谷区権太坂

三丁目８番 16号

13,482,000

同 同 同 
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５ 水槽付消防車

（Ⅰ－Ｂ）ぎ装 

５台の製造 

同 同 株式会社畠山ポン

プ製作所 

静岡県沼津市東間

門２丁目１番地５

79,957,500

同 同 同 

６ 水槽付消防車 

（I－B）シャ

シ ５台の購

入 

同 同 東海日産ディー

ゼル株式会社 

保土ヶ谷区権太

坂二丁目６番１

号 

49,875,000

指名競争

入札 

同 － 

７ 人孔ダクタ

イル鉄蓋枠

共Ａ型（Ｔ

－14 用）φ 

600 540 組

の製造 

 

同 平成 17 年

８月 10日

太三機工株式会

社横浜営業所 

戸塚区影取町 213

番地 

7,030,800

同 平成 17年

6月 28日

－ 

８ 人孔ダクタイ

ル鉄蓋枠共Ｂ

型（Ｔ－25

用）φ 600 

490組の製造 

同 同 日本鋳工株式会

社 

三重県桑名市大字

東金井字掛樋 606

番地１ 

6,364,365

同 同 － 

９ かせいソーダ

（48%）溶液 

約 970トンの

購入 

同 同 稲垣薬品興業株式

会社 

中区野毛町１丁目

17番地 

15,277,500

同 同 － 

10 焼却設備用微

粉炭 約 943

トンの購入 

同 同 ミハラカーボン

株式会社 

東京都千代田区

神田和泉町 1 番

地５－５ 

42,279,405

随意契約同 政府調

達に関

する協

定第

15条

第１項

(ａ) 

11 炭酸ソ－ダ

（その１） 

約 660トンの

購入 

同 同 稲垣薬品興業株式

会社 

中区野毛町１丁目

17番地 

26,126,100

指名競争同 － 

12 炭酸ソ－ダ（

その２） 約 

120トンの購入 

同 同 稲垣薬品興業株式

会社 

中区野毛町１丁目

17番地 

4,750,200

同 同 － 

13 覆土材（切砕 

約 7,425立方

メートル及び

再生路盤材 

約 4,925立方

メートル）の

購入 

同 同 松浦企業株式会社

鶴見区寛政町１番

地６ 

38,536,312

同 同 － 
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14 高反応性消石

灰 約

1,234,623キロ

グラムの購入 

同 同 本町化学商事株式

会社 

保土ヶ谷区岩井町

162番地 

45,113,124

同 同 － 

15 飛灰処理用重

金属固定剤 

約 98,960キロ

グラムの購入 

同 同 稲垣薬品興業株式

会社 

中区野毛町１丁目

17番地 

14,027,580

同 同 － 

16 排ガス処理用

ダイオキシン

生成抑制剤 

約 156,978キ

ログラムの購

入 

同 同 株式会社三凌商事

横浜支社 

瀬谷区北町 42番

地７ 

26,833,818

同 同 － 

17 高反応性消石

灰 約 

1,209,920キロ

グラムの購入 

同 同 稲垣薬品興業株式

会社 

中区野毛町１丁目

17番地 

44,083,435

同 同 － 

18 高反応性消石

灰 約 736,349

キログラムの

購入 

同 同 長谷川商事株式会

社 

南区前里町２丁目

45番地 

26,983,509

同 同 － 

19 飛灰処理用重

金 属 固 定 剤 

約125,372キロ

グラムの購入 

同 同 協栄産業株式会社

神奈川支店 

川崎市麻生区王禅

寺東２丁目 33番

８号 

17,771,481

同 同 － 

20 飛灰処理用重

金属固定剤 

約 84,000キロ

グラムの購入 

同 同 日本技建株式会社

千葉県船橋市市場

５丁目９番 22号

11,025,000

随意契約同 政府調

達に関

する協

定第 15

条第１

項(ａ)

21 飛灰処理用重

金属固定剤 

約 190,600キ

ログラムの購

入 

同 同 株式会社三凌商事

横浜支社 

瀬谷区北町 42番

地７ 

27,217,680

指名競争

入札 

同 － 

22 コピー用紙

（再生紙）Ａ

４ 約

43,500,000枚

の購入 

同 同 桔梗屋洋紙株式会

社 

金沢区幸浦二丁目

23番８号 

19,731,600

同 同 － 
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交通局調達公告第33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年道床交換及びその他工事」の１件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年９月27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30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最低の価格をもって入札を行った者（以下

「落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(3) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

その旨通知する。落札者以外の入札参加者については、入札の結果を一般の閲覧に供することをもっ

て通知に代えるものとする。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもっ

て入札をした者を新たに落札候補者とし、前号の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定す

るまで同様の手続を繰り返す。 

(4) 第２号の入札参加資格の確認に当たっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、

入札日（前号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の

午後５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書

類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者で

ないとし、前号イの手続により落札者を決定する。 

(5) 第３号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、

当該落札候補者に通知する。 

(6) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、第２号の入札参加資格

の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(7) 前号の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範

囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

(8) 第６号の調査に当たっては、当該落札候補者は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱

要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時までに提出し、また、調査のために必要な指示に従わ

なければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は横浜市交通事業管理者の指示に従わ

ない場合には、前号に該当するものとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

(9) 前号に定める書類は、第３項第４号に定める工事費内訳書に記載した各項目の内容に対応したもの

を提出すること。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、第７号に該当するものとし当該落札
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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

最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得第27条及

び第28条の規定よる。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

８ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技

術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が第１項に定める

入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合は、この限り

でない。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

 (7) 第５項第２号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第

25条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定

された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、入札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の

元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当

該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市交

通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留

意すること。 

(8) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、正当な理由な

く落札者となることを辞退した場合又は第５項第４号若しくは第８号に定める書類を提出しない場合

は、横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を

行う。 

(9) その他この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の前
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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 ０５５３０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度道床交換及びその他工事 

施工場所 
西区南幸一丁目９番Ｂ－２号から中区弥生町５丁目４８番地まで 

工事概要 

道床交換工１７７ｍ、道床切下げ工７０ｍ、レール交換工３３８ｍ、締結装置交換工１６

９ｍ（６２８組）、ＰＣマクラギ交換工一式、ＲＣマクラギ交換工一式、マクラギ埋込栓

補修工２０か所、脱線防止ガードレール絶縁化工３５４ｍ 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 ５９，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ４１，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ又は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レール交換工を

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レール交換工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 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社アイ・テック 

平成１７年 ９月３０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２６日（水）午後 ２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 ０４５－６７１－３１７２  
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契約番号 ０５５３０１１０３８ 

工事件名 
平成１７年度道床交換及びその他工事 

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。 

 


