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横浜市調達公告第 207 号 

一般競争入札の施行 
次のとおり、「青葉・緑・都筑区道路照明灯補修工事」ほか 96 件の工事について、一般競争入札を行う

。 
平成19年10月30日 

 
契 約 事 務 受 任 者 
横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（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) 平成 19・20 年度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) IC カードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(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、横浜市電子入

札運用基準（工事請負関係）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。ただし、10（10）に定める場合を除く

。 
(2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡
し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする
こと。 

イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけれ
ばならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期
間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続については、横浜市のホームページ又は横浜市行政運営調整局契約第一
課及び契約第二課掲示板を参照すること。 

(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) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより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) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場合を除き

、認めない。 
(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準
（工事請負関係）第 13 条を参照すること。なお、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
。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の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金額とすること。 

(6) 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。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 
 

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の提出をしない者が行った入

札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った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共同企業体協定書兼委任状の提出を行った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) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IC カ
ード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人による IC カ

調 達 公 告
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ードを用いて行った入札 
 
５ 低制限価格制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を

行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名
及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格
をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 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。 
(4) 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、

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

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者
のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) 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。 

(5) (3) 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、開札
日（(4) 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
時までの間に契約第一課へ提出し、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、(4) イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4) 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。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要
綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に
は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札し
た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 
６ 低入札価格調査制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者を落札候補

者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 
(2) 予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじによ

り落札候補者を決定するものとする。 
(3) 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。 
(4) 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、

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

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって
入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) 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。 

(5) (3) 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、開札
日（(4) 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
時までの間に契約第一課へ提出し、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、(4) イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4) 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。 

(7) 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、(3) 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（以下「低入札要綱」という。）に定め
る調査を行う。 
なお、この場合の調査において、低入札要綱第４条第１項第４号の「当該契約の内容に適合した履行

がされないおそれがあると認められる場合」に該当する基準として、平成 16 年 11 月 16 日付（平成 18
年４月 25 日改正）行政運営調整局契約財産部通知「低入札価格調査制度の運用変更に伴う、運用基準
の策定について」の（1）に定める失格基準を適用するので、注意すること。 

(8) (7) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお
それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる
おそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内
の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

(9) (7) の調査にあたっては、当該落札候補者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時
までに契約第一課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の期限まで
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、(8) 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) (9) に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること。
対応した書類の提出がない場合には、(8) 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。 

(11) 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、工事ごとに定める技術
者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満
たす技術者を、工事ごとに定める技術者とは別に、施工現場に専任で 1 名配置しなければならない（特
定建設共同企業体の場合、各構成員が配置すること。）。なお、この場合、必要書類の提出及び確認の方
法は(5)に定めるところによる。 

(12) 開札後、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
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要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）
には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価
格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 
７ 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 条から第

29 条までの規定による。 
 
８ 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。 

 
９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 
(1) ７(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条第 1 項に定める契約保証金

の額は、契約金額の100 分の 30 以上とする。 
(2) ８(2)の規定にかかわらず、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
。 

(3) 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。 
(4) 契約金額にかかわらず、横浜市請負工事検査事務取扱要綱第８条第２項各号に定める工種を主たる工

種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 
(5) 本市が定める工事については、工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うも

のとする。 
 
10 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すべきものである場合には、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延期し、中止し、又は取消すことがある。 
(7) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 
(8) 開札後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、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、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 
ア 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 
イ 落札候補者となった者が、５(5)又は６(5)に定める書類の提出をしない場合 
ウ 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、低入札要綱第

４条第１項第１号に該当した場合（ただし、資料に不備等があることのみにより同号に該当した場合
を除く。） 

(9) ５(3)又は６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25
条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定さ
れた場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、開札日において、平成 19・20 年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種
の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を
乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事
請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する
こと。 

(10) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜
市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定
書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約
第一課長あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならな
い。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市のホームページ又は横浜市行政運営調整局契約第一課及び契約第二課掲示板を参照すること。 

(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
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、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）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 ０７１２０１０１３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉・緑・都筑区道路照明灯補修工事 

施工場所 
緑区西八朔町１５８番地地先ほか４か所 

工事概要 

建柱工４基、ブリンカーライト設置工４台、分電盤設置工１面、照明器具設置工３台、撤 
去工一式、土工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ３，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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８年４月１日以降に完成した、建柱車を用いた電気設備工事（照明灯、道路照明設置 
工事等）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１２０１０１３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路環状２号線（新横浜駅北口地区）街路整備工事（付帯施設工） 

施工場所 
港北区新横浜二丁目１００番の１ 

工事概要 

駅前広場通路屋根設置工１９１．２ｍ２（屋根構造：アルミハニカムパネル） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ３６，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１２０１０１３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路環状２号線（新横浜駅北口地区）街路整備工事（建築工その２） 

施工場所 
港北区新横浜二丁目１００番 

工事概要 

昇降施設監視室設置工（Ｓ造、平屋建、延床面積３１．４ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 １０，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、保土ケ谷区内、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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１２０１０１４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道下末吉第３４８号線ほか歩道整備工事（その３） 

施工場所 
鶴見区豊岡町７番地先から８番地先まで 

工事概要 

インターロッキングブロック設置工３６６ｍ２、アスファルト舗装工８０２ｍ２、Ｌ型側 
溝工Ｌ＝２２３ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ２３，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７３１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（Ｅ街区載荷盛土工） 

施工場所 
中区南本牧３番１ 

工事概要 

路体盛土工１８，４５０ｍ３、法面整形工１，３００ｍ２、除草工４５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月２５日まで 

予定価格 ５，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、中区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大黒ふ頭Ｔ－１上屋等自動火災報知設備改修工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭１５番ほか１か所 

工事概要 

Ｔ－１上屋自動火災報知設備改修工一式、Ｔ－６上屋自動火災報知設備改修工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ４，７３５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 消防施設 

格付等級 - 

登録細目 【消防施設：火災報知設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

消防施設工事業又は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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ４時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｂ突堤上屋庫内灯分電盤改修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭３番１ 

工事概要 

分電盤交換工１１面 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ３，７１７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、西区内、中区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１地区道路建設工事（新港パーク交差点改良工） 

施工場所 
中区新港二丁目１１番 

工事概要 

アスファルト舗装工１００ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１７０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月２５日まで 

予定価格 ２，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｃ－７号上屋屋根補修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭構内 

工事概要 

棟部トップライト補修工（ポリカ波板葺き）４７４ｍ２ 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 １４，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
ＭＭ地区ぷかりさん橋女子トイレ改造その他工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目地先 

工事概要 

女子トイレ改造１３．６２ｍ２（車椅子利用者対応トイレ１、女子トイレ２）、事務室扉 
交換 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ６，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
出田町ふ頭青果上屋大庇塗装及び定温庫塗装工事 

施工場所 
神奈川区出田町３番地 

工事概要 

青果上屋大庇塗装工（大庇折版部塗装工１，７９６ｍ２、大庇鉄骨部塗装工３３１ｍ２、 
手摺・鉄骨階段等雑鉄部塗装工９５５ｍ２）、青果上屋定温庫塗装工（壁・柱塗装工 
１，５３３ｍ２、天井・梁形塗装工２，７５５ｍ２、鋼製建具及び雑鉄部塗装工６０６ 
ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ２４，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあ 
ること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ふ頭４号上屋屋根塗装工事 

施工場所 
中区山下ふ頭構内 

工事概要 

大屋根塗装工７，７９３ｍ２、大庇塗装工６６９ｍ２、小庇塗装工１３４ｍ２ 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １５，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００８９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大黒ふ頭厚生センターほか屋根防水改修その他工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭構内 

工事概要 

厚生センター屋根防水改修工、厚生センター１階厨房壁ほかタイル補修工一式、業務ビル 
１階アルミ製障子新替一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 １１，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 防水 

格付等級 - 

登録細目 【防水：防水工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

防水工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００９０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（瑞穂側取付道路工） 

施工場所 
神奈川区橋本町２丁目１番地の２５ほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工７７６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ３６，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
玄海田公園自然生態園周辺施設整備工事 

施工場所 
緑区長津田みなみ台三丁目１番 

工事概要 

整備面積：約４．５ｈａ、基盤整備工、植栽工（高木植栽工）、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １５，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－４１２６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
ウィトリッヒの森整備工事（１） 

施工場所 
戸塚区俣野町２番地１ 

工事概要 

整備面積：２ｈａ、園路広場整備工、施設整備工（サービス施設整備工、管理施設整備工 
） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ２１，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 
なお、主任技術者届出書については、契約番号０７２１０１０４６０番及び 
０７２１０１０４６２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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６０ 

工事件名 
ウィトリッヒの森整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０７２１０１０４６２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０７２１０１０４６０番及び０７２１０１０４６２ 
  番の合計金額を契約番号０７２１０１０４６０番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０７２１０１０４６０番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  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 ０７２１０１０４６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
ウィトリッヒの森整備工事（２） 

施工場所 
戸塚区俣野町２番地１ 

工事概要 

整備面積：２ｈａ、基盤整備工、設備工（給水設備工、雨水排水設備工）、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０７２１０１０４６０番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０７２１０１０４６０番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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０７２１０１０４６０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０７２１０１０４６０番に記載する。 

工事担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区舞岡地区下水道工事 

施工場所 
戸塚区舞岡町２９番地先 

工事概要 

小口径管推進工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１２．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ６，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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８年４月１日以降に完成した推進工事の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）施工実績調書（工事内容欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入し、併せて、その実 
績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時３０分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区神大寺地区下水道整備工事（その３５） 

施工場所 
神奈川区神大寺四丁目２９番５号地先から２９番１６号地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１６５ｍ）、塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ 
２００ｍｍ、９か所） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 １５，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８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 
  １７年１０月１日から平成１９年９月３０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、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第 
  １０条、交通局請負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工 
  事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以 
  上の通知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月 
  に２件以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点 
  以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １０時３０分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－４３１２  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成１９年度梅田川改修工事 

施工場所 
緑区新治町７６８番地先から三保町１３４５番地先まで 

工事概要 

防護柵撤去・設置工Ｌ＝１６ｍ、階段撤去・設置工４１基、アスファルト舗装工３００ｍ 
２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ４，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、青葉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成１９年度今井川改修工事 

施工場所 
保土ケ谷区権太坂一丁目６７番地先から４７番地先までほか３か所 

工事概要 

土工一式、防護柵撤去・設置工Ｌ＝２７０ｍ、高欄補修工４か所、車止めポスト設置工 
１０本 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １２，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、保土ケ谷区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８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 
  １７年１０月１日から平成１９年９月３０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、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第 
  １０条、交通局請負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工 
  事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以 
  上の通知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月 
  に２件以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点 
  以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時１５分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成１９年度和泉川改修工事（その２） 

施工場所 
瀬谷区宮沢四丁目８番の２地先から２５番の６地先まで 

工事概要 

防護柵設置工Ｌ＝３０５ｍ、鍬止工Ｌ＝１９３ｍ、天然土壌舗装工８８５ｍ２、ネットフ 
ェンス設置工Ｌ＝１９３ｍ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２８日まで 

予定価格 ２３，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８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 
  １７年１０月１日から平成１９年９月３０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、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第 
  １０条、交通局請負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工 
  事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以 
  上の通知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月 
  に２件以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点 
  以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時３０分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８６２  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区港南区日野南地区下水道再整備工事（その３） 

施工場所 
港南区日野南六丁目７番２号地先から２５番２３号地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、９３か所） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ２０，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、港南区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １１時３０分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区笹下地区下水道整備工事（その４３） 

施工場所 
港南区笹下五丁目３６１８番地先から３７０７番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１０１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ９月３０日まで 

予定価格 ３９，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれ 
  かにあること。 
（２）平成１９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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時４５分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新横浜公園北側園地修景水路整備工事（電気設備） 

施工場所 
港北区小机町３３００番地 

工事概要 

園路照明設置工１７基、ハンドホール設置工１４基、配線・配管工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２８日まで 

予定価格 ３８，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時１５分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金井公園ほか９公園照明施設改良工事 

施工場所 
栄区金井町３１５番地２ほか９か所 

工事概要 

公園照明灯設置工１７基、照明灯具取付工２７基 ほか 
  

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 １９，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
せきれいのみち緑道ほか１公園照明施設改良工事 

施工場所 
都筑区新栄町１８番ほか１か所 

工事概要 

照明灯設置工１０基、配線・配管工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月 ７日まで 

予定価格 ８，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部水再生センター本館中央操作室空調設備等修理工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地 

工事概要 

空調設備修理工一式（空調室内機修理工７組、空調室外機修理工４組、冷媒用被覆銅管補 
修工Ｌ＝２２４ｍ、電気設備工一式 ほか） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ８，４７７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ポンプ場雨水排水管等修理工事 

施工場所 
中区山下町２７９番地 

工事概要 

雨水排水管設置工一式、ひさし設置工一式、雨樋交換工一式、点検架台はしご部背もたれ 
設置工一式、点検歩廊けり止め設置工一式、換気ダクト出口階段設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ２，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局中部水再生センター 電話 ０４５－６２１－４１１４  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢水再生センター沈砂池除塵設備用主務チェーン修理工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目１７番地 

工事概要 

除塵機主務チェーン修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ６，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７３－３０９６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜自然観察の森一部改良工事 

施工場所 
栄区上郷町１５６２番１ほか 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工（舗装工、階段工）、施設整備工（修景施設整備工、管理施 
設整備工）、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１０日まで 

予定価格 ４，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１８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１７年 
１０月１日から平成１９年９月３０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、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条、交通局 
請負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱規程 
第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の通知を受けた場合は 
、通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の通知を受けた場 
合は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局環境活動事業課 電話 ０４５－６７１－２６２４  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
笠間ポンプ場沈砂池給気ファン等修理工事 

施工場所 
栄区笠間三丁目３０番１号 

工事概要 

給気ファン用羽根車交換工一式、給気ダンパー修理工一式、量水器配管修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ４，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ４時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
入船公園テニスコート等再整備工事（１） 

施工場所 
鶴見区弁天町３番地 

工事概要 

砂入り人工芝舗装工２，４８４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ３８，３９０，０００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（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

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 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業又は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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０７２１０１０４８３番及び 
０７２１０１０４８４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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４８３ 

工事件名 
入船公園テニスコート等再整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０７２１０１０４８４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０７２１０１０４８３番及び０７２１０１０４８４ 
  番の合計金額を契約番号０７２１０１０４８３番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０７２１０１０４８３番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を   
  記載すること。 
（５）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ０７２１０１０４８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
入船公園テニスコート等再整備工事（２） 

施工場所 
鶴見区弁天町３番地 

工事概要 

整備面積２，５５１．１ｍ２、基盤整備工一式、植栽工一式、設備工一式、園路広場整備 
工一式、施設整備工一式、施設改良工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 市内又は準市内 

技術者 

契約番号０７２１０１０４８３番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０７２１０１０４８３番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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０７２１０１０４８３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０７２１０１０４８３番に記載する。 

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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高田ポンプ場冷却水配管等塗装工事 

施工場所 
港北区高田西一丁目８番７号 

工事概要 

冷却水配管塗装工３７５ｍ２、排水圧送管等塗装工９３．７ｍ２、点検歩廊塗装工４１８ 
ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 ６，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあ 
ること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢ポンプ場鋼製扉等修理工事 

施工場所 
金沢区海の公園８番地 

工事概要 

鋼製扉修理工一式、流入ゲート点検蓋製作・据付一式、流出ゲート点検蓋製作・据付一式 
、流入水路水位計蓋製作・据付一式、撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ４，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７３－３０９６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０４８９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山手公園テニスコート外周フェンス改良工事 

施工場所 
中区山手町２３０番地 

工事概要 

ネットフェンス設置工（Ｈ＝４，０００ｍｍ、Ｌ＝１５０ｍ）、くぐり門扉設置工（Ｈ＝ 
２，０００ｍｍ、Ｗ＝２，０００ｍｍ、２基） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １１，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

とび・土工工事業、土木工事業、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場
に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ４時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－６７１－３６４８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２２０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場クレーン油圧バケット補修工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

ごみクレーン用油圧バケット補修工３基、灰クレーン用油圧バケット補修工２基 
  

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ５，３４１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：クレーン工事】 

所在地区分 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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２２０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場火格子駆動装置補修工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

火格子用油圧シリンダ補修工４本、灰押出用油圧シリンダ補修工４本、フィーダ用油圧シ 
リンダ補修工１本 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月 ７日まで 

予定価格 ５，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：焼却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 

清掃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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ４時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２３０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
勝田住宅第５期住戸改善その他工事（２７号棟スロープ工事） 

施工場所 
都筑区勝田町２６６番１ほか 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝５．３ｍ、防護柵設置工Ｌ＝２２ｍ、コンクリートブロック積工３０．６ 
ｍ２、アスファルト舗装工１９５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１０日まで 

予定価格 ７，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８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 
  １７年１０月１日から平成１９年９月３０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、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第 
  １０条、交通局請負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工 
  事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以 
  上の通知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月 
  に２件以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点 
  以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２８０１０００９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
久保山墓地ほか１か所整備工事 

施工場所 
西区元久保町３番２４号ほか１か所 

工事概要 

土工一式、Ｕ型側溝工Ｌ＝２４．９ｍ、土のう積工１２０ｍ２、ブロック積擁壁工（Ｈ＝ 
１．５ｍ、Ｌ＝３ｍ）、擬木土留工Ｌ＝２０．５ｍ、Ｈ鋼杭土留工（Ｈ＝１ｍ～２ｍ、Ｌ 
＝３ｍ）、アスファルト舗装工９６０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 １６，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
沢渡中央公園ほか１公園施設改良工事 

施工場所 
神奈川区沢渡４番１及び松見町１丁目２１番１３ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（地被類植栽工）、設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ２０，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内下水道修繕工事（その１０） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工１９か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝３８ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１１ｍ）、雨水桝修繕工３か所、インバート修繕工２か 
所、足掛け金物修繕工２０か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内下水道修繕工事（その９） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２２か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝３５ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１１ｍ）、雨水桝修繕工４か所、インバート修繕工２か 
所、足掛け金物修繕工２０か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成１９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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内道路整備工事（その６） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝４０ｍ、集水桝築造工３か所、小型重力式擁壁工 
３．２ｍ３、アスファルト舗装工４６０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内下水道修繕工事（その１１） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２３か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝５１ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１２ｍ）、雨水桝修繕工６か所、インバート修繕工３か 
所、足掛け金物修繕工３０か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１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 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成１９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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内区画線設置工事（その３） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝１，８２０ｍ、区画線補修工Ｌ＝１，１００ｍ、区画線消去工Ｌ＝ 
５００ｍ、標識設置工４基、標識移設工１基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ３，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工５５０ｍ２、切削オーバーレイ工１５０ｍ２、人孔調整工３か所 ほ 
か 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道六角橋第３９４号線泉町地内歩道整備工事（その２） 

施工場所 
神奈川区泉町３番地先から沢渡１番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３５１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月 ５日まで 

予定価格 ５，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  

 



横浜市報調達公告版 

                                第 58 号 平成 19 年 10 月 30 日発行 

                                                    

                        57

契約番号 ０７３２０１００８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内公園施設修繕工事（その４） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ４，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３３０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１６０ｍ、雨水桝築造工２０か所、小型重力式擁壁工（Ｈ＝０．５ｍ～１ 
ｍ、Ｌ＝１５ｍ）、アスファルト舗装工６００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １３，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３３０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
浅間台みはらし公園ほか１１公園施設改良工事 

施工場所 
西区浅間台７番地の５ほか１１か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被類植栽工）、設備工（給水設備工、雨水排水設 
備工、汚水排水設備工、電気設備工）、園路広場整備工、施設整備工（修景施設整備工、 
管理施設整備工、遊戯施設整備工）、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １０，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３４０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内道路整備工事（その６） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１００ｍ、雨水桝築造工２０か所、アスファルト舗装工５２０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １５，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、中区内又は磯子区内のいずれかにあること。 
（２）平成１９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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３５０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
六ッ川二丁目第二公園再整備工事 

施工場所 
南区六ツ川二丁目６８番地の２５ 

工事概要 

再整備面積：１，０４９ｍ２、基盤整備工、植栽工（中低木植栽工）、移植工（中低木移 
植工）、設備工（給水設備工、雨水排水設備工、汚水排水設備工）、園路広場整備工、施 
設整備工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月 ７日まで 

予定価格 １７，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３５０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内公園施設修繕工事（その５） 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １０，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３６０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道環状２号線（笹下地区）舗装補修工事 

施工場所 
港南区笹下五丁目４番５号地先から日野中央一丁目３番３号地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，９０７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ３２，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３７０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内水路維持工事（その２） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

水路しゅんせつ工２０ｍ３、除草工５００ｍ２、転落防止柵設置工Ｌ＝４５ｍ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ２，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業又はとび・土工工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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 
土ケ谷区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３７０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内狭あい道路拡幅整備工事（その６） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

ＬＵ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝１４０ｍ、集水桝築造工２か所、アスファルト 
舗装工４５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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 
土ケ谷区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３７０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上星川あおぞら公園ほか６公園施設改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区上星川二丁目４２番ほか６か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被類植栽工、根囲い保護工）、園路広場整備工、 
施設整備工（管理施設整備工） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２５日まで 

予定価格 １７，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３８０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内舗装補修（応急修理）工事・雪害対策工事 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工９００ｍ２、不陸整正工９００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １４，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３９０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内排水路整備工事（その２） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝７０ｍ、転落防止柵設置工Ｌ＝１００ｍ、アスファルト舗装工９０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１７日まで 

予定価格 ３，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、港南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３９０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内河川維持工事（その２） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

除草工１２，０００ｍ２、樹木管理工（高木剪定工１０本、中低木剪定工１３本、寄植剪 
定工２００ｍ２）、立入防護柵設置工Ｌ＝１０ｍ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１７日まで 

予定価格 １，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４００１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝５０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝１０ｍ、雨水桝築造工３か所、アスファルト舗装 
工５００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ６，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、磯 
子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４００１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高谷公園再整備工事（１） 

施工場所 
金沢区六浦東二丁目１８番 

工事概要 

再整備面積：１，３６５ｍ２、設備工（雨水排水設備工、汚水排水設備工）、園路広場整 
備工、施設整備工（遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築施設組 
立設置工） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２１日まで 

予定価格 ２２，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 
なお、主任技術者届出書については、契約番号０７４００１００５５番及び 
０７４００１００５６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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４００１００５５ 

工事件名 
高谷公園再整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０７４００１００５６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０７４００１００５５番及び０７４００１００５６ 
  番の合計金額を契約番号０７４００１００５５番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０７４００１００５５番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  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。 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 58 号 平成 19 年 10 月 30 日発行 

                                                    

                        73

契約番号 ０７４００１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高谷公園再整備工事（２） 

施工場所 
金沢区六浦東二丁目１８番 

工事概要 

再整備面積：１，３６５ｍ２、基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被類植栽工、根囲 
い保護工）、移植工（中低木移植工）、設備工（給水設備工、雨水排水設備工、汚水排水 
設備工）、園路広場整備工、施設整備工（遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施 
設整備工）、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０７４００１００５５番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０７４００１００５５番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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０７４００１００５５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０７４００１００５５番に記載する。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４００１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区並木三丁目地内道路整備工事 

施工場所 
金沢区並木三丁目２番２地先 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，０１１ｍ２、アスファルト舗装工３３４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月１５日まで 

予定価格 ２１，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４００１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区富岡西四丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
金沢区富岡西四丁目７８番地から８０番地まで 

工事概要 

アスファルト舗装工４，３００ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２，０５０ｍ ほか    
    

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２２日まで 

予定価格 ２８，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４００１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
六浦第五公園再整備工事 

施工場所 
金沢区六浦三丁目６番 

工事概要 

再整備面積：８００ｍ２、基盤整備工、植栽工（地被類植栽工）、移植工（中低木移植 
工）、設備工（雨水排水設備工）、園路広場整備工、施設整備工（遊戯施設整備工、サー 
ビス施設整備工） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２５日まで 

予定価格 ８，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４１０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内公園施設修繕工事（その５） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２１日まで 

予定価格 ６，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４１０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道川崎町田大綱橋交差点改良工事 

施工場所 
港北区樽町二丁目１０番１８号地先から１３番１号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工７５０ｍ２、切削オーバーレイ工１，６６０ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝ 
１４６．３ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ３３，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４１０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その７） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工３６０ｍ２、路盤工３６０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１０日まで 

予定価格 ９，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４１０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その８） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工３２０ｍ２、路盤工３２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１０日まで 

予定価格 ９，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４３０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区恩田町地内道路整備工事 

施工場所 
青葉区恩田町２１６３番地先から２２３１番地先 

工事概要 

石積工９４ｍ２、防護柵設置工Ｌ＝１６．４ｍ、アスファルト舗装工６２２ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １３，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４３０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区青葉台二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
青葉区青葉台二丁目１９番３地先から桜台４２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，０５１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １４，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４３０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内公園施設修繕工事（その８） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ９，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４４０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その７） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝１４ｍ、雨水桝築造工３か所、小型重力式擁壁工 
３ｍ３、アスファルト舗装工２５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４４０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内公園施設修繕工事（その４） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月 ３日まで 

予定価格 ４，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４５０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内河川水路維持工事（その４） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

構造物撤去・補修工一式、除草工２，０００ｍ２、土のう工１，０００袋、アスファルト 
舗装工１１０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ９，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業又はとび・土工工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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 
南区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４５０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
汲沢町第二公園再整備工事 

施工場所 
戸塚区汲沢町１４０７番２４ 

工事概要 

再整備面積：８６５ｍ２、基盤整備工、植栽工（高木植栽工、中低木植栽工、地被類植栽 
工）、設備工（雨水排水設備工、汚水排水設備工、給水設備工、電気設備工）、園路広場 
整備工、施設整備工（遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工）、施設改 
良工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１０日まで 

予定価格 １３，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４５０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区平戸四丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
戸塚区平戸四丁目３番地先から１４番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工７，５３０ｍ２、不陸整正工７，５３０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝ 
４５０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ３３，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４６０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄区飯島橋ほか１か所修繕工事 

施工場所 
栄区飯島町３７番地先ほか１か所 

工事概要 

高欄補修工２か所、塗装工４０３．２ｍ２、階段補修工（クリンタイル撤去工６７５枚、 
既設プレート撤去工６１か所、蹴上面鋼材１．５２ｔ、溶接工Ｌ＝３０６ｍ、ゴムチップ 
舗装工６５．５ｍ２）、橋脚補強工（鋼板取付工０．８ｍ２、コンクリート打設工０．３ 
ｍ３）、投下防止柵設置工Ｌ＝２６．６ｍ、上部工補強工１か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ２０，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ４時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４６０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４７０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

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２５か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝９ｍ）、本 
管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝２５ｍ）、雨水桝修繕工４か所、インバート修繕工２か所 
、足掛け金物修繕工６か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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。 
（２）平成１９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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３７  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４７０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内下水道修繕工事（その４） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２１か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝９ｍ）、本 
管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１５ｍ）、雨水桝修繕工３か所、インバート修繕工２か所 
、足掛け金物修繕工５か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ７，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３７  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４７０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上飯田鶴島公園ほか２公園施設改良工事 

施工場所 
泉区上飯田１２３１番地２ほか２か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被類植栽工）、設備工、園路広場整備工、施設整 
備工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 １３，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３７  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

ＬＵ型側溝工Ｌ＝４０ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝２５ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、小型重力式擁 
壁工（Ｈ＝１ｍ、Ｌ＝１０ｍ）、アスファルト舗装工３４０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ９，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内舗装補修（応急修理・雪害対策）工事 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工５１０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道横浜厚木瀬谷区橋戸一丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
瀬谷区橋戸一丁目３５番地先から３７番地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイエ１，７００ｍ２、人孔蓋枠調整工４か所、区画線設置工Ｌ＝ 
１，０８０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から７０日間 

予定価格 １４，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区瀬谷町地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
瀬谷区瀬谷町７６０１番地先から上瀬谷町１４番地先までほか２か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工７２４ｍ２、アスファルト舗装工１，７４９ｍ２、防護柵設置工Ｌ＝ 
１３３ｍ ほか 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 ２１，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成１９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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工９００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ６，４５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１９２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
生麦中学校法面保護工事 

施工場所 
鶴見区岸谷二丁目１番１号 

工事概要 

法面植生工１０６ｍ２、法面切土整形工１０６ｍ２、Ｕ型側溝工Ｌ＝２１ｍ、笠石復旧工 
Ｌ＝３０４ｍ、手すり設置工Ｌ＝４４ｍ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２８日まで 

予定価格 ５，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西寺尾小学校ほか２校維持補修工事 

施工場所 
神奈川区西寺尾二丁目５番１号ほか２か所 

工事概要 

複合遊具補修工３基、湧水処理工一式、擁壁補修工一式、アスファルト舗装工２５３ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月 ７日まで 

予定価格 ６，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１９４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
田奈小学校校庭整備工事 

施工場所 
青葉区田奈町５１番地の１３ 

工事概要 

土工一式、Ｕ型側溝工Ｌ＝１５．６ｍ、砕石スクリーニングス舗装工２，７１６ｍ２、運 
動施設設置工３基、石積工８．７ｍ２、防砂・防球ネットカーテン設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 １４，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８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 
  １７年１０月１日から平成１９年９月３０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、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第 
  １０条、交通局請負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工 
  事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以 
  上の通知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月 
  に２件以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点 
  以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１９６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日限山中学校校庭改良工事 

施工場所 
港南区日限山四丁目３３番１号 

工事概要 

砕石スクリーニングス舗装工７，１４３ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝３８０ｍ、コンクリート化 
粧ブロック積工Ｌ＝６３ｍ、散水施設工一式、電気設備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ３９，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあるこ 
と。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１３日（火）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１９７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
秋葉小・中学校校庭散水設備水源切替工事（電気設備工事） 

施工場所 
戸塚区秋葉町３９２番地１ほか１か所 

工事概要 

校庭散水設備水源切替工（秋葉小学校及び秋葉中学校、多段渦巻ポンプ設置工一式、給・ 
排水配管設置工一式 ほか）一式に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ６，１７９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１９８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
秋葉小学校ほか２校校庭散水設備水源切替工事 

施工場所 
戸塚区秋葉町３９２番地１ほか２か所 

工事概要 

校庭散水設備水源切替工（秋葉小学校、秋葉中学校及び東野中学校、多段渦巻ポンプ設置 
工一式、給・排水配管設置工一式 ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，０４７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０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、保土ケ谷区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は瀬谷区内のいずれかにあること 
。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０２００ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜商業高等学校ほか１校校庭散水設備水源切替工事 

施工場所 
南区南太田二丁目３０番１号ほか１か所 

工事概要 

校庭散水設備水源切替工（横浜商業高等学校及び日限山中学校、校庭散水専用水槽設置工 
一式、給・排水配管設置工一式 ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ９，４３６，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、港南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月 ９日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月１４日（水）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）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 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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水道局調達公告第47号 
一般競争入札の施行 

次のとおり、「境川水管橋ほか２か所塗装工事」ほか20件の工事について、一般競争入札を行う。 
平成19年10月30日 

 
横浜市水道事業管理者 
水道局長 大 谷 幸二郎 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（昭和39年４月水道局規程第16号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び
同条第２項の規定に基づき横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定め
る資格を有する者であること。 

(2) 平成19・20年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 
(3) 横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措

置を受けていない者であること。 
(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) ICカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱

、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得
等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、９(9) に定める場合を除く

。 
(2) 設計図書のダウンロード等 

ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子
図渡し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロ
ードすること。 

イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しな
ければならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに
定める期間において、横浜市水道局管財部契約課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続については、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) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより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) 紙入札による参加については、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場

合を除き、認めない。 
(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札シス

テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市水道局電子入
札運用基準（工事請負関係）第13条を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、当局が工事ごとに
定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一
致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額
に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参
加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 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。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 
４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 横浜市水道局契約規程第19条の規定に該当する入札 
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

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

札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った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共同企業体協定書兼委任状の提出を行った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) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札IC
カード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人による
ICカードを用いて行った入札 

５ 低制限価格制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を
行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を入
札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

水 道 局



横浜市報調達公告版 

                                第 58 号 平成 19 年 10 月 30 日発行 

                                                    

                        107

(2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格
をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 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。 
(4) 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、
入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者
のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) 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。 

(5) (3) 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、開札
日（(4) 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
時までの間に契約課へ提出し、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、(4) イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4) 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。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等
措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く
。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって
入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 低入札価格調査制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（以下「落
札候補者」という。）及び当該価格を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじによ
り落札候補者を決定するものとする。 

(3) 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。 
(4) 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、
入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって
入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) 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。 

(5) (3) 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、開札
日（(4) 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
時までの間に契約課へ提出し、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、(4) イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4) 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。 

(7) 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、(3) の入札参加資格の確
認とあわせて、横浜市水道局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）
に定める調査を行う。 

(8) (7) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお
それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる
おそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内
の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

(9) (7) の調査にあたっては、当該落札候補者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時
までに契約課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の期限までに書
類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(8) 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)(9) に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること。
対応した書類の提出がない場合には、(8) 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。 

(11)開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等
措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く
。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 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。 

７ 入札保証金及び契約保証金 
(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得第27条か
ら第29条までの規定よる。 

８ 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



横浜市報調達公告版 

                                第 58 号 平成 19 年 10 月 30 日発行 

                                                    

                        108

に応じて行う。 
９ その他 

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

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結
する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術
者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参
加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取消すことがある。 
(6) 当局の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第14

条第４項に定めるとおりとする。 
(7) 開札後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 
ア 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 
イ 落札候補者となった者が、５(5)又は６(5)に定める書類の提出をしない場合 
ウ 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、低入札要

綱第４条第１項第１号に該当した場合（ただし、不備等がある場合を除く。） 
(8) ５(3)又は６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市水道局工事請負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。 

(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜市
のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定書
兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市水道局契約課長あての書
留郵便により郵送又は横浜市水道局管財部契約課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市のホームページを参照すること。 

(10)その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の前
払金に関する規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市水道局電子入札運用基準
（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする
。 
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契約番号 ０７５２０１０５０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
境川水管橋ほか２か所塗装工事 

施工場所 
大和市下鶴間６１１番地ほか２か所 

工事概要 

ケレン工（３種ケレンＢ、１，１０２ｍ２）一式、下塗り塗装工（３回塗り、１，１０２ 
ｍ２）一式、中塗り塗装工（１，１０２ｍ２）一式、上塗り塗装工（１，１０２ｍ２）一 
式、主体足場工（パイプ吊足場、４６６ｍ２）一式、側面塗装足場工（３４１ｍ２）一式 
、板張防護工（４６６ｍ２）一式、シート張防護工（側面、５６０ｍ２）一式ほか 

工期 契約締結の日から１０５日間 

予定価格 １０，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局川井浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
菅田配水池流入流出弁室配管防食塗装工事 

施工場所 
保土ケ谷区上菅田町５５１番地 

工事概要 

素地調整工（３種ケレンＡ：２７９ｍ２）一式、防食テープ保護工（ブチルゴム系）一式 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ４，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局西谷浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０５０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢配水池ほか１か所フェンス補修工事 

施工場所 
金沢区能見台六丁目３７番地ほか１か所 

工事概要 

耐候性鋼材格子フェンス組立設置工（Ｈ＝２．５ｍ、平坦部１０１．０ｍ、傾斜部２．４ 
ｍ）一式、アルミ製格子フェンス組立設置工（Ｈ＝２．５ｍ、平坦部６４．０ｍ、傾斜部 
１１．０ｍ）一式、既設格子フェンス撤去工（根元部切断、モルタル補修含む、８１．０ 
ｍ）一式、既設ネットフェンス撤去工（土中基礎、Ｈ＝２．３ｍ、Ｌ＝７６．０ｍ）一式 
ほか 

工期 契約締結の日から１１０日間 

予定価格 １７，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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、とび・土工工事業、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場
に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局小雀浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高塚ポンプ場蓄電池改良工事 

施工場所 
泉区新橋町１，６３０番地 

工事概要 

蓄電池据付工一式、既設蓄電池撤去工一式ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １３，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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

（１）平成８年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある容量２４０Ａｈ（１ 
０時間率）以上の蓄電池の設置工事の元請実績を有するもの。 
（２）本工事において設置する蓄電池について、設計できる部門並びに工事、技術管理及 
び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事、施工及び監理できること。また、機器故 
障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 
※（１）、（２）の条件を有すること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）について、施工実績調書並びに施工内容の確認で 
きる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。 
（５）【入札参加資格その他】の（２）について、正従業員数（設計・製造・検査業務従 
事者及び設計部署・設計技術者数）及びアフターサービス体制が確認できる組織表等。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場工業計器改良工事（その１）［機器製作］ 

施工場所 
保土ヶ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

工業計器類製作工一式ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ３２，２７０，０００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（低入札価格調査制度適用） 

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 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上水道事業又 
は工業用水道事業における浄水場又はポンプ場、若しくは類似施設（下水道施設等）の工 
業計器に係る新設、増設、更新又は改良工事の元請実績を有するもの。 
（２）本工事において設置する工業計器について、設計できる部門並びに工事、技術管理 
及び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事、施工及び監理できること。また、機器 
故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 
※（１）、（２）の条件を有すること。 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内での他の同 
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。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５４７ 

工事件名 
西谷浄水場工業計器改良工事（その１）［機器製作］ 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
）。 
（３）【入札参加資格その他】の（１）について、施工実績調書並びに施工内容の確認で 
きる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。 
（４）【入札参加資格その他】の（２）について、正従業員数（設計・製造・検査業務従 
事者及び設計部署・設計技術者数）及びアフターサービス体制が確認できる組織表等。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０５４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見幹線口径７００ｍｍ送水管新設工事（その４）［電気設備改良］ 

施工場所 
鶴見区馬場三丁目２９番３２号 

工事概要 

電動弁用インバータ盤製作工一式、据付配線工一式ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ３１，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

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 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上水道事業又 
は工業用水道事業における浄水場又はポンプ場、若しくは類似施設（下水道施設等）の低 
圧閉鎖配電盤に係る新設、増設、更新又は改良工事の元請実績を有するもの。 
（２）本工事において設置する低圧閉鎖配電盤について、設計できる部門並びに工事、技 
術管理及び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事、施工及び監理できること。また 
、機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 
※（１）、（２）の条件を有すること。 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内での他の同 
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。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５４８ 

工事件名 
鶴見幹線口径７００ｍｍ送水管新設工事（その４）［電気設備改良］ 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
）。 
（３）【入札参加資格その他】の（１）について、施工実績調書並びに施工内容の確認で 
きる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。 
（４）【入札参加資格その他】の（２）について、正従業員数（設計・製造・検査業務従 
事者及び設計部署・設計技術者数）及びアフターサービス体制が確認できる組織表等。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０５０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
自営線撤去工事 

施工場所 
町田市鶴間３丁目１番地ほか 

工事概要 

自営線撤去工一式、コンクリート柱撤去工一式、根かせ（コンクリート製）撤去工一式、 
撤去材輸送及び処分工一式ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ６，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １１時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局川井浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢ポンプ設備新設工事（その７）［空調設備改良］ 

施工場所 
金沢区能見台六丁目３７番地 

工事概要 

空調機製作据付工（３組）一式、電気工一式、空調機冷媒配管工一式ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ６，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀排水処理返送水ポンプ・モーター改良工事（その２）［２号機器製作］ 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

ポンプ製作工（立軸斜流ポンプ）一式、ポンプ用電動機製作工一式ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ３２，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

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、準市内又は市外 

技術者 

管工事業、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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上水道事業又 
は工業用水道事業における浄水場又はポンプ場、若しくは類似施設（下水道施設等）のポ 
ンプ設備に係る新設、増設、更新又は改良工事の元請実績を有するもの。 
（２）本工事において製作するポンプ設備について、設計できる部門並びに技術管理及び 
検査体制を有し、社内基準に基づき自ら施工及び監理できること。また、機器故障等の緊 
急時に迅速に対応できる体制を有していること。 
※（１）、（２）の条件を有すること。 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内での他の同 
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。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５４９ 

工事件名 
小雀排水処理返送水ポンプ・モーター改良工事（その２）［２号機器製作］ 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
）。 
（３）【入札参加資格その他】の（１）について、施工実績調書並びに施工内容の確認で 
きる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。 
（４）【入札参加資格その他】の（２）について、正従業員数（設計・製造・検査業務従 
事者及び設計部署・設計技術者数）及びアフターサービス体制が確認できる組織表等。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０５１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
末吉線口径１３５０ｍｍ集合弁室内補修工事 

施工場所 
鶴見区下末吉六丁目３番２２号先 

工事概要 

鋼管塗装補修工（ペトロラタム系）一式、点検足場・梯子設置工一式、フランジボルト交 
換工（ＳＵＳ３０４：３２８本）一式、照明用配線設備工一式 

工期 契約締結の日から１１０日間 

予定価格 １８，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

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

水道施設工事業に係る建設業許可を有しているもの。 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０５１２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場排泥弁定期修繕 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

排泥弁駆動部交換工一式、排泥弁本体部品交換一式、試運転調整一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２１日まで 

予定価格 １３，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

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。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局西谷浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  

 



横浜市報調達公告版 

                                第 58 号 平成 19 年 10 月 30 日発行 

                                                    

                        123

契約番号 ０７５２０１０５１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川井配水ポンプ場配水ポンプ定期修繕 

施工場所 
旭区上川井町２，１７０番地 

工事概要 

配水ポンプ修繕工（現地修繕、横軸両吸込渦巻ポンプ２台）一式ほか 

工期 契約締結の日から１１０日間 

予定価格 ６，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

管工事業、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。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局川井浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小型メーター通水試験装置再検定修繕 

施工場所 
南区中村町４丁目３０５番地 

工事概要 

基準タンク検定（５００Ｌ、５０Ｌタンク３台）一式、小型手動弁類交換工一式、小口径 
配管類交換工一式ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ３，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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８年４月１日から開札日までの間に完成した、液体メーター用基準タンクを用いたメ 
ーター通水試験装置（水道メーター用に限る。）に係る工事の元請実績を有するもの。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）施工実績調書並びに施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等 
）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １回以内 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  

契約番号 ０７５２０１０５１５ 



横浜市報調達公告版 

                                第 58 号 平成 19 年 10 月 30 日発行 

                                                    

                        125

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場西谷仏向切替弁修繕（その２）〔電動駆動部〕 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

切替弁用電動駆動部撤去・据付工一式 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 １，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

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。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 １１時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局西谷浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０５１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業用水道 鶴ケ峰沈殿池ＰＡＣ貯留槽耐震補強工事 

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町三丁目２８番２番 

工事概要 

鋼製架台補強工一式、配管工（フレキシブル継手φ２５ｍｍ：３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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 

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。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局工業用水課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０５１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平戸三丁目ほか６か所口径７５ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
戸塚区平戸三丁目９番１１号先から９番１８号先までほか６か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ７５ｍｍ：４８６ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ 
ｍｍ：４４か所、φ５０ｍｍ：４か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１１５日間 

予定価格 ４３，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ 
ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出 
資比率が２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管 
布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 

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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 ９時２０分  

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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５１７ 

工事件名 
平戸三丁目ほか６か所口径７５ｍｍ配水管新設工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（４）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
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 ０７５２０１０５１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南希望が丘口径１００ｍｍ配水管新設工事（その２） 

施工場所 
旭区南希望が丘２３番地の８先から２６番地先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：２１９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２８か所、φ５０ｍｍ：１か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１０５日間 

予定価格 １８，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ 
ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出 
資比率が２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管 
布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 

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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５１８ 

工事件名 
南希望が丘口径１００ｍｍ配水管新設工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
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 ０７５２０１０５１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷高区線口径５００ｍｍ不断水バタフライ弁設置工事 

施工場所 
旭区上川井町２，１７０番地先 

工事概要 

不断水バタフライ弁設置工（ＦＣＤ φ５００ｍｍ：１か所）一式 

工期 契約締結の日から１０５日間 

予定価格 １４，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ 
ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出 
資比率が２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管 
布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 

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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局川井浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５１９ 

工事件名 
瀬谷高区線口径５００ｍｍ不断水バタフライ弁設置工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
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 ０７５２０１０５５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中田南五丁目口径１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
泉区中田南五丁目６０番４８号先から６１番１１号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：１５６ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：７か所、φ５０ｍｍ：２か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から８５日間 

予定価格 １２，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ 
ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出 
資比率が２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管 
布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 

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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５５２ 

工事件名 
中田南五丁目口径１００ｍｍ配水管新設工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
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 ０７５２０１０５２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野庭町水道計測設備基礎築造及び配管工事 

施工場所 
港南区野庭町６３７番地の２先 

工事概要 

配管新設工（ＳＧＰ－ＶＢφ５０ｍｍ：５７ｍ、ハンドホール設置：３か所ほか）一式、 
路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ４，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（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 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ 
ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出 
資比率が２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管 
布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 

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 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０５２０ 

工事件名 
野庭町水道計測設備基礎築造及び配管工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
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 ０７５２０１０５２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場ろ過池更生工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

ろ材洗浄工一式、ろ過池内補修工一式、ろ過池塗装工一式ほか 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ２６，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 その他 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

土木工事業又は水道施設工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置する
こと。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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８年４月１日から開札日までの間に完成した、浄水場における、ろ過池更生工事の元 
請負実績を有し、かつ水道施設工事業に係る建設業許可を有しているもの。 
 
※工事請負実績は、官公庁発注工事の１００万円以上の契約実績に限る。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】について、施工実績調書並びに施工内容の確認できる書類 
（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年１１月１２日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年１１月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年１１月２０日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年１１月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局西谷浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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水道局調達公告第 48 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
次のとおり一般競争入札を行う。 

平成 19 年 10 月 30 日 
横浜市水道事業管理者 
水道局長 大 谷 幸二郎 

１ 競争入札に付する事項 
(1) 件名及び数量 
  鋳鉄管 一式の購入 
(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 
(3) 納入期限及び数量 

入札説明書による。 
(4) 納入場所 

入札説明書による。 
(5) 入札方法 

総価により行う。 
(6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市水道局電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提
出することにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 
(1) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及
び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 19・20 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「水道用品」に登
録が認められている者であること。 

(3) 平成 19 年 11 月８日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市水道局一般競争参加停止
及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

(4) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可
能な者であること。 

３ 入札参加の手続 
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の確認申請を行わなければならない。 
(1) 提出書類及び提出部課  

入札説明書による。 
(2) 提出期限 

平成 19 年 11 月８日午後５時まで 
(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 
筒井 電話 045(671)3063（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 
入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 
(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 
(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 
５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、第３項第３号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで
閲覧に供する。 

６ 入札説明書の交付期間及び交付方法 
横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 
また、平成 19 年 10 月 30 日から平成 19 年 11 月 22 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）の間に第３項第３号に掲げる部課において貸し出し
を行う。 

７ 入札及び開札 
(1) 入札期間等 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 
(ｱ) 入札期間 

平成 19 年 12 月６日から平成 19 年 12 月 13 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時
から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 
平成 19 年 12 月 14 日午前９時 30 分 

(ｲ) 入札場所 
横浜市水道局管財部契約課入札室（関内中央ビル４階） 
ただし、郵送による入札については、平成 19 年 12 月 13 日午後５時までに第３項第３号に掲げる

部課に必着のこと。 
(2) 開札予定日時 
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(1) イ(ｱ) に同じ 
８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 
(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 
(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において

指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
９ 落札者の決定 

横浜市水道局契約規程第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をも
って有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 
   いずれも免除する。 
11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 
行わない。 

(2) 契約金の支払方法 
納品検査終了後、合格した数量に対する請求により支払う。 

12 その他 
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
(2) 契約書作成の要否 

要する。 
(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 
(1) Subject matter of the contract: Purchase of ductile iron pipes 
(2) Deadline for the tender: 9:30 a.m., 14 December, 2007 
(3) Contact point for the notice: Contract Division, Water Works Bureau, City of Yokohama,  

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017，TEL 045(671)3063 
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交通局調達公告第 39 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 19 年 10 月 30 日 
                                  横浜市交通事業管理者 

交通局長 池 田 輝 政  
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 軽油 (10 月～
12 月分)第１
ブロック 約
1,220 キロリ
ットルの購入 

横浜市交通局
総務部財務課 
中区港町１丁
目１番地 

平成 19 年
９月 28 日

中日本商事株式会
社 
東京都千代田区神
田須田町１丁目 21
番５号 

円
119,800,950

随意契約 平 成 19
年８月７
日 

政 府 調
達 に 関
す る 協
定(平成
７ 年 条
約第 23
号)第 15
条 第 １
項（a）

２ 軽油 (10 月～
12 月分)第２
ブロック 約
861 キロリッ
トルの購入 

同 同 同 円
84,548,047

同 同 同 
  

３ 軽油 (10 月～
12 月分)第３
ブロック 約
554 キロリッ
トルの購入 

同 同 同 円
54,401,415

同 同 同 
 
 
 
 

４ 軽油 (10 月～
12 月分)第４
ブロック 約
635 キロリッ
トルの購入 

同 同 同 円
62,355,412

同 同 同 

 
 

交 通 局


