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横浜市調達公告第76号 

5,000万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
次のとおり、「北部第一水再生センター動線塗装工事」ほか９件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成19年２月20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17・18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) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。ただし
、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。）を除く。 

(6) 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。 
(7) 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、８(9)に定める場合を除く。 
(2) 設計図書の購入等 
ア 設計図書は、イの期間に工事ごとに定める工事担当課において閲覧に供する。ただし、オの場合を

除く。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成19年２月23日 午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市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
。 

  オ 電子図渡し案件については、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。 

(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価格
で 低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

(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を提出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

調 達 公 告 
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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 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。 

(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 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
条までの規定よる。 

 
７ 契約金の支払方法 
(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払いの
回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各
会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払
いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高
に応じて行う。 

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

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

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

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

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
 (6) 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。 
 (7) 開札後、落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合、又は、５(5)

に定める書類の提出をしない場合は、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定に
より、参加停止の措置を行う。 

(8) ５(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17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の
元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５
を乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市
工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す
ること。 
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(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。 

(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則
、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、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 ０６２１０１０７４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第一水再生センター動線塗装工事 

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番１号 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝３，０１３ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ５，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあ 
ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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 ０６２１０１０７４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地８ 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝３，３１３ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ６，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあ 
ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６６  

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 ０６２１０１０７４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地ほか 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝２，６４２ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ４，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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 ０６２１０１０７４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
中区本牧十二天１番１号ほか 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝１，９３７ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ３，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、保土ケ谷区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）午後 ２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 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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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 ０６２１０１０７４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地ほか 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝４，０８８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ７，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、保土ケ谷区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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 ０６２１０１０７４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目１７番地ほか 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝３，８５５ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ７，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）午後 ２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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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 ０６２１０１０７４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
港北区太尾町１８０５番地ほか 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝４，４６９ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ８，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあ 
ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６６  

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 ０６２１０１０７４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑水再生センター動線塗装工事 

施工場所 
都筑区佐江戸町２５番地 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝２，５１９ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ４，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあ 
ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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 ０６２１０１０７４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第一水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
栄区小菅ケ谷二丁目５番１号ほか 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝１，９３７ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ４，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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 ０６２１０１０７５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第二水再生センター等動線塗装工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地ほか 

工事概要 

動線塗装工（Ｌ＝１，１０５ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ２，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：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１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、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」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ２月２７日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月 １日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月 ２日（金）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 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８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５  

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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横浜市調達公告第77号 

工事請負契約の解除通知の内容 
工事請負契約に係る横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第44条第２項に基づく契約の解除

通知で、契約の相手方が所在不明のため、通知をすることができないものについて、同規則第48条の規定に
基づき、次のとおりその内容を公告する。 

平成19年２月20日 
 

契約事務受任者 
横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 
１ 通知すべき契約の相手方の所在地及び名称 

保土ケ谷区上菅田町 25 番地の 10 

有限会社明洋興業 

代表取締役 吉 澤 義 憲 

２ 通知の内容 

工事請負契約の解除について（通知） 

貴社の請負に係る次の工事については、工事続行が不可能と判断されますので、工事請負契約約款第 43

条第１項第２号及び第５号の規定に基づき、工事請負契約の未履行部分を解除します。 

 なお、当該解除に伴う精算措置につきましては、別途通知します。 

１ 工事名 保土ケ谷区岩井町地内舗装補修工事 

契約年月日 平成 18 年 11 月 13 日 

完成期限  平成 19 年 １月 31 日 

契約金額  6,168,540 円 

２ 工事名 保土ケ谷土木管内狭あい道路拡幅整備工事（その７） 

契約年月日 平成 19 年 １月 17 日 

完成期限  平成 19 年 ３月 20 日 

契約金額  6,962,550 円 
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横浜市調達公告第78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2月20日 
                                契約事務受任者 

横浜市収入役室長 富永  修 
 

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 財務会計システ
ムアプリケーシ
ョンソフトウェ
ア改修業務委託
（その３） 

横浜市収入役室
審査課 
中区港町１丁目
１番地 

平成19年 
１月15日 

富士通株式会社神
奈川支社 
西区みなとみらい
二丁目２番１号１

円
37,800,000

随意契約 

－ 

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（
ｄ） 
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水道局調達公告第11号 

5,000万円以上の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
 次のとおり、「桜木線φ８００ｍｍ配水管改良工事（その３）（道路掘削跡路面復旧工事）」ほか36件の
工事について、一般競争入札を行う。 

平成19年２月20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) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。ただし
、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。）を除く。 

(6) 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。 
(7) 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、８(10)に定める場合を除く。 
(2) 設計図書の購入等 
ア 設計図書は、イの期間に横浜市水道局管財部契約課において閲覧に供する。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成19年２月23日 午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 
  オ 電子図渡し案件については、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。 
(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) 横浜市水道局契約規程第19条の規定に該当する入札 
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4)の定めに従わない工事費内訳書を提出した
者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 
(5) 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

水 道 局 
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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 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、横浜市水道局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱
に定める書類を各３部、別に指定した日時までに契約課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従
わなければならない。上記期限内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(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。
対応した工事費内訳書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。 

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

７ 契約金の支払方法 
(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払いの
回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める
各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払
いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高
に応じて行う。 

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

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

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

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

(5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
(6) 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) 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、５(9)に定

める書類の提出をしない場合 
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(8) ５(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
市のホームページの「ヨコハマ・入札のとびら」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 ０７５２０１０００２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
桜木線φ８００ｍｍ配水管改良工事（その３）（道路掘削跡路面復旧工事） 

施工場所 
西区老松町１番地先から２１番地先まで 

工事概要 

路面復旧工（小舗石工：１，１７１ｍ２、アスファルト表層工１１１ｍ２、インターロッ 
キング工：１１４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から３１０日間 

予定価格 ９０，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会において
可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約の締結日
は平成１９年４月１日以降とする。 

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 ０４５－６７１－３０６１  



横浜市報調達公告版 

                                第９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                 

21

契約番号 ０７５２０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２２） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）４９か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）４４か所、 
Ｌ交通（人力施工）４０か所、Ｂ交通（機械施工）４２か所、Ｂ交通（人力施工）４３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 ９１，４９９，８６０円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５１ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２４） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）４３か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）４４か所、 
Ｌ交通（人力施工）４５か所、Ｂ交通（機械施工）４６か所、Ｂ交通（人力施工）５１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 ９１，４６８，５５２円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５２ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２３） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）５２か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）５１か所、 
Ｌ交通（人力施工）５１か所、Ｂ交通（機械施工）３４か所、Ｂ交通（人力施工）３９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 ９１，４５８，７８５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５３ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１１） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）３３か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３９か所、 
Ｌ交通（人力施工）４４か所、Ｂ交通（機械施工）３７か所、Ｂ交通（人力施工）３６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 ７３，０４０，９８４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５４ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                第９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                 

29

契約番号 ０７５２０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１０） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）３２か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３８か所、 
Ｌ交通（人力施工）４１か所、Ｂ交通（機械施工）３８か所、Ｂ交通（人力施工）３９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 ７３，０３６，７８４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５５ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）３３か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３３か所、 
Ｌ交通（人力施工）５１か所、Ｂ交通（機械施工）３９か所、Ｂ交通（人力施工）４０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 ７３，０３４，７０８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５６ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その９） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２８か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２９か所、 
Ｌ交通（人力施工）４２か所、Ｂ交通（機械施工）３５か所、Ｂ交通（人力施工）３５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 ６３，６９４，５９８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５７ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その７） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２５か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３６か所、 
Ｌ交通（人力施工）３９か所、Ｂ交通（機械施工）３５か所、Ｂ交通（人力施工）３３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 ６３，６９４，４３９円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

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９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                 

36

契約番号 ０７５２０１００５８ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その８） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）３２か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２７か所、 
Ｌ交通（人力施工）３８か所、Ｂ交通（機械施工）３２か所、Ｂ交通（人力施工）３４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 ６３，６８６，７９５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００５９ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１４） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）３２か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３０か所、 
Ｌ交通（人力施工）３１か所、Ｂ交通（機械施工）２８か所、Ｂ交通（人力施工）３３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 ６１，９８９，６９８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６０ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１５） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２９か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３０か所、 
Ｌ交通（人力施工）４１か所、Ｂ交通（機械施工）３１か所、Ｂ交通（人力施工）３３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 ６１，９７５，３１７円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６１ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１３） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）３２か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３５か所、 
Ｌ交通（人力施工）２７か所、Ｂ交通（機械施工）２６か所、Ｂ交通（人力施工）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 ６１，９６１，４４５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６２ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２４か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２７か所、 
Ｌ交通（人力施工）２７か所、Ｂ交通（機械施工）３０か所、Ｂ交通（人力施工）２９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 ５４，８１７，８３７円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６３ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２６か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２６か所、 
Ｌ交通（人力施工）２６か所、Ｂ交通（機械施工）２９か所、Ｂ交通（人力施工）２７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 ５４，８０３，９８１円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６４ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２６か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２９か所、 
Ｌ交通（人力施工）３０か所、Ｂ交通（機械施工）２７か所、Ｂ交通（人力施工）２６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 ５４，７９９，６５４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   

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９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                 

50

契約番号 ０７５２０１００６５ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２１） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２９か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２６か所、 
Ｌ交通（人力施工）２８か所、Ｂ交通（機械施工）２６か所、Ｂ交通（人力施工）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 ５３，７３４，５９８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６６ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２０） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２９か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２９か所、 
Ｌ交通（人力施工）２２か所、Ｂ交通（機械施工）２４か所、Ｂ交通（人力施工）２１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 ５３，７３４，３９９円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６７ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１９） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２６か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）３１か所、 
Ｌ交通（人力施工）２５か所、Ｂ交通（機械施工）２５か所、Ｂ交通（人力施工）２４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 ５３，７３３，８４６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６８ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４７，３８５，００３円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３５ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その２） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４７，３６８，６６６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３６ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日及び昼間その２） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）昼間 φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）昼間 φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）昼間 φ２５ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 
漏水修理工事（１）夜間 φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）夜間 φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）夜間 φ２５ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １８５，２１８，１３６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」又は「配水管等（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５ 
０ｍｍ以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配 
水管修理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００２６ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日及び昼間その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
  
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日及び昼間その４） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）昼間 φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）昼間 φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）昼間 φ２５ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 
漏水修理工事（１）夜間 φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）夜間 φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）夜間 φ２５ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １２８，１５０，８４４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」又は「配水管等（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５ 
０ｍｍ以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配 
水管修理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００２７ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日及び昼間その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                第９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                 

65

契約番号 ０７５２０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日及び昼間その１） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）昼間 φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）昼間 φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）昼間 φ２５ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 
漏水修理工事（１）夜間 φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）夜間 φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）夜間 φ２５ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １２２，６７１，９６３円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」又は「配水管等（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５ 
０ｍｍ以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配 
水管修理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００２８ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日及び昼間その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                第９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                 

67

契約番号 ０７５２０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日昼間） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）昼間 φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）昼間 φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）昼間 φ２５ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １０４，１６２，８５２円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」又は「配水管等（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５ 
０ｍｍ以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配 
水管修理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００２９ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日昼間） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その１） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １７０，２４０，５４３円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）  

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０００５ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０００６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その５） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １１０，４７１，８０６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）  

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０００６ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０００７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その７） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ９２，５５８，７０５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）  

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０００７ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                第９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                 

75

契約番号 ０７５２０１０００８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その８） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ８３，０２６，７３９円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）  

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０００８ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０００９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その３） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ８０，３８４，６１２円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）  

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０００９ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その４） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ７７，１１４，５８６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）  

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１０ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その２） 

施工場所 
西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ７２，８３０，９６５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）   

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１１ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その６） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

破裂修理工一式、仕切弁取替工一式、消火栓修理工一式、人孔表函及び室修理工一式、空 
気弁表函修理工一式、試掘工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ６３，７８６，８３８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「配水管 
漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の入札者として指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事」の元請としての施工実績を有するもの、 
又は同工事の下請で配水管を修理した施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の 
確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分 
の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）  

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１２ 

工事件名 
配水管漏水破裂及び弁類等付属設備修理工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
地下漏水修理工事 

施工場所 
横浜市内一円 

工事概要 

漏水破裂修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ５０，２０９，８００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局給水課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１３ 

工事件名 
地下漏水修理工事 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管漏水破裂及び弁類等付 
属設備修理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認 
したうえで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事 （その８） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ６６，１２１，７７６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１４ 

工事件名 
配水管切回し工事 （その８） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その７） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ６５，５３０，８００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１５ 

工事件名 
配水管切回し工事（その７） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その４） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ６０，００３，２９２円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１６ 

工事件名 
配水管切回し工事（その４） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第12号 

5,000万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
 次のとおり、「浄水課計算機システム改良工事（その８）［ハード設置］」ほか37件の工事について、一
般競争入札を行う。 

平成19年２月20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) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。ただし
、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。）を除く。 

(6) 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。 
(7) 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、８(9)に定める場合を除く。 
(2) 設計図書の購入等 
ア 設計図書は、イの期間に横浜市水道局管財部契約課において閲覧に供する。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成19年２月23日 午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 
  オ 電子図渡し案件については、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。 
(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価格
で 低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

(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を提出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 入札参加資格の確認及び落札の決定 
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(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。 

(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 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条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 
(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払いの
回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める
各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払
いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高
に応じて行う。 

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

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

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

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

(5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
(6) 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、落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合、又は、５(5)
に定める書類の提出をしない場合は、横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の
規定により、参加停止の措置を行う。 

(8) ５(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
市のホームページの「ヨコハマ・入札のとびら」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 ０７５２０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
浄水課計算機システム改良工事（その８）［ハード設置］ 

施工場所 
保土ヶ谷区川島町５２２番地ほか 

工事概要 

据付配線工（低圧配電盤・ＮＴＴ回線接続盤・モデム収納盤・情報端末等）一式、機器間 
通信ケーブル配線工一式、既設機器撤去工一式、フロア修正工一式ほか 

工期 契約締結の日から３５０日間 

予定価格 ２３，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９年４月１日から開札日までの間に完成した、国内の上下水道事業又は工業用水道
事業における監視制御設備に係る工事の元請実績を有するもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、国内の上下水道事業又は工業用水
道事業における監視制御設備に係る工事の下請実績を有するもの。 
（３）本工事の施工について、工事・技術管理・検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事
・施工・監理できること。 
 
※（１）及び（３）の条件を有すること。 
又は、（２）及び（３）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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午後 ２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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 

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 ０７５２０１０００１ 

工事件名 
浄水課計算機システム改良工事（その８）［ハード設置］ 

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、施工実績調書及び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）の場合、施工実績調書及び施工内容の確認のでき 
る注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当 
局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 
（５）【入札参加資格その他】の（３）については、サービス体制の確認できる書類。 
 
 
 
 
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 ０７５２０１０００３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
犬山町φ１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
栄区犬山町６３番７号先から２８番１３号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４６５ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：７４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１６５日間 

予定価格 ３９，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 ９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 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０００３ 

工事件名 
犬山町φ１００ｍｍ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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７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。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０００４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
名瀬町ほか１か所φ１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
戸塚区名瀬町１６１番地の２２先から１７４番地の３３先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：１３８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：３８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１２０日間 

予定価格 ２５，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １０時００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 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０００４ 

工事件名 
名瀬町ほか１か所φ１００から１５０ｍｍ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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７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。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その５） 

施工場所 
西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２１か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２２か所、 
Ｌ交通（人力施工）１９か所、Ｂ交通（機械施工）２３か所、Ｂ交通（人力施工）２６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 ４５，３１３，５９３円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００６９ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その６） 

施工場所 
西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２２か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２５か所、 
Ｌ交通（人力施工）２２か所、Ｂ交通（機械施工）２１か所、Ｂ交通（人力施工）２２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 ４５，３０９，６４８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００７０ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その４） 

施工場所 
西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２２か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２０か所、 
Ｌ交通（人力施工）２５か所、Ｂ交通（機械施工）２３か所、Ｂ交通（人力施工）２５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 ４５，２９１，４０９円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００７１ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１８） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２８か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２０か所、 
Ｌ交通（人力施工）２１か所、Ｂ交通（機械施工）２０か所、Ｂ交通（人力施工）１９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 ３８，９２４，４７６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００７３ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１６） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）１８か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）２０か所、 
Ｌ交通（人力施工）２１か所、Ｂ交通（機械施工）２０か所、Ｂ交通（人力施工）１９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 ３８，９２４，４７６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００７２ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１７） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（機械施工：９０ｍ２）２０か所、Ｌ交通（機械施工：３７．５ｍ２）１８か所、 
Ｌ交通（人力施工）１９か所、Ｂ交通（機械施工）１７か所、Ｂ交通（人力施工）２４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 ３８，９１５，９０９円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００７４ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
漏水修理道路掘削跡路面復旧工事 

施工場所 
横浜市内一円 

工事概要 

Ｌ交通（人力施工）６７５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 ３４，１４４，８７５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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 
）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局給水課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００７５ 

工事件名 
漏水修理道路掘削跡路面復旧工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「道路掘削跡路面復旧工事仕様 
書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１６） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，６６４，４１８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３７ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１５） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，６５２，６２４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３９ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その８） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，６５２，６２４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４２ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その５） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，６４２，４１０円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４０ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その６） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，６４２，３５２円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４１ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その７） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，６４１，５９１円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３８ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その９） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，４８４，２６５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４３ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１０） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，４６７，９８６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４４ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その４） 

施工場所 
西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２６，４２０，０４０円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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



横浜市報調達公告版 

                                 第９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                    

                        132

契約番号 ０７５２０１００４５ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その３） 

施工場所 
西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２６，４１９，９８２円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４６ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１４） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２５，２８４，２９７円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４７ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１３） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２５，２８３，５３６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４８ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その５） 

施工場所 
港南区、戸塚区、栄区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）φ２０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２４，４８６，３１４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管修 
理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３０ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その４） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）φ２０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２４，２５５，１６８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管修 
理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３１ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その３） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）φ２０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２４，２４６，２５８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管修 
理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３２ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                 第９号 平成 19 年２月 20 日発行 

                                                    

                        145

契約番号 ０７５２０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）φ２０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２４，２３８，２９８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管修 
理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３３ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その１） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工事（１）φ５０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝１．０ｍ 一式 
漏水修理工事（２）φ２５ｍｍＣＳＳＰ   Ｌ＝１．５ｍ 一式 
漏水修理工事（３）φ２０ｍｍＳＧＰ－ＶＢ Ｌ＝０．５ｍ 一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２４，１７８，８２６円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「夜間休 
日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ以下）切 
回し工事」の入札者として指名を受けたことがあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「夜間休日緊急対策・配水管（φ１５０ｍｍ以下）漏水修理工事及び配水管（φ５０ｍｍ 
以下）切回し工事」の元請としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管修 
理工事の施工実績を有するもの。 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 

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）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書 
等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課に提出された 
下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００３４ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１１） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２３，３８３，６１７円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において専任配置を要する
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００４９ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１２） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工事（φ７５ｍｍ、ＤＩＰ、Ｌ＝６０ｍ）一式、配水管新設工事（φ７５ｍｍ 
、ＤＩＰ、Ｌ＝４０ｍ）一式、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝１．２ｍ）一式 
、取付替工事（φ２５ｍｍ、ＣＳＳＰ、Ｌ＝３．８ｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２３，３７２，５８４円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において専任配置を要する
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１４年４月１日から開札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０ 
ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として 
指名を受けたことのあるもの。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約 
「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の元請 
としての施工実績を有するもの、又は同工事の下請で配水管布設の施工実績を有するもの 
。 
※（１）又は（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（２）下請実績の場合、施工実績調書並びに施工内容 
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部 
分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１００５０ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設改良及び給水管取付替工事（その１２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「給水部管布設工事及び漏水修 
理工事仕様書」の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえ 
で入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その２） 

施工場所 
西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４１，４６３，９２３円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１７ 

工事件名 
配水管切回し工事（その２） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その５） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ３５，９２０，４１１円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１８ 

工事件名 
配水管切回し工事（その５） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その３） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ３５，６７９，１２２円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００１９ 

工事件名 
配水管切回し工事（その３） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その１） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ３５，５６７，８６３円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００２０ 

工事件名 
配水管切回し工事（その１） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その６） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管切回し工事（φ５０から３００ｍｍ）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ３３，９４０，８６１円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又は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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９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 
㎜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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００２１ 

工事件名 
配水管切回し工事（その６） 

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並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）及び横浜市水道局ホームページに掲載の「配水管切回し工事仕様書」の 
内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参加する 
こと。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その４） 

施工場所 
磯子区、金沢区、港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

表函取替工（φ６００ｍｍレジンコンクリートほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ３４，２８３，１２５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内又は、準市内 

技術者 

土木工事業に係る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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９年４月１日から開札日までの間に完成した、人孔補修等の工事で、エポ工法 
によるもの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９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。）。 
（３）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）及び（２）の条件を有すること。 
  又は、（１）及び（３）の条件を有すること。 
※ 工事請負実績は、官公庁発注工事で、１００万円以上の契約実績に限る。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１２日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１３日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００２２ 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その４） 

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）及び（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確 
認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、（２）については、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（３）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その１） 

施工場所 
中区、南区、西区、保土ヶ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

表函取替工（φ６００ｍｍレジンコンクリートほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２７，６１１，７１１円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内又は、準市内 

技術者 

土木工事業に係る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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９年４月１日から開札日までの間に完成した、人孔補修等の工事で、エポ工法 
によるもの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９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。）。 
（３）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）及び（２）の条件を有すること。 
  又は、（１）及び（３）の条件を有すること。 
※ 工事請負実績は、官公庁発注工事で、１００万円以上の契約実績に限る。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１４日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００２３ 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その１） 

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）及び（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確 
認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、（２）については、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（３）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

表函取替工（φ６００ｍｍレジンコンクリートほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ２６，６６１，６３５円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内又は、準市内 

技術者 

土木工事業に係る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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において他の工事に従事し
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９年４月１日から開札日までの間に完成した、人孔補修等の工事で、エポ工法 
によるもの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９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。）。 
（３）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）及び（２）の条件を有すること。 
  又は、（１）及び（３）の条件を有すること。 
※ 工事請負実績は、官公庁発注工事で、１００万円以上の契約実績に限る。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１５日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００２４ 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その２） 

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）及び（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確 
認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、（２）については、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（３）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その３） 

施工場所 
緑区、青葉区、旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

表函取替工（φ６００ｍｍレジンコンクリートほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 １６，１８９，８５３円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内又は、準市内 

技術者 

土木工事業に係る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か月間経過していなければならない。また、開札日（平成１９年３月３１日までに工期が
終了する工事に従事している者については、平成１９年４月１日）において専任配置を要する
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９年４月１日から開札日までの間に完成した、人孔補修等の工事で、エポ工法 
によるもの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９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。）。 
（３）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）及び（２）の条件を有すること。 
  又は、（１）及び（３）の条件を有すること。 
※ 工事請負実績は、官公庁発注工事で、１００万円以上の契約実績に限る。 

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 ３月 ７日（水）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ３月１６日（金）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１００２５ 

工事件名 
弁室類修理（エポ工法）工事（その３） 

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）及び（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確 
認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、（２）については、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（３）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
【注意事項】 
（１）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２月２７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事は年間単価契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、現場 
説明書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（４）本件工事は、平成１９年度歳出予算に係る契約であり、当該予算が横浜市議会にお 
いて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。なお、契約 
の締結日は平成１９年４月１日以降とする。（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入 
札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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交通局調達公告第12号 

2,500万円以上の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
次のとおり、「高速鉄道４号線日吉本町駅及び高田町駅新築工事（建築）」の１件の工事について、一般

競争入札を行う。 
平成19年２月20日 

 
横浜市交通事業管理者 
交通局長 魚 谷 憲 治 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、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) 横浜市交通局契約規程（昭和52年８月交通局規程第12号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同
条第２項の規定に基づき横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める
資格を有する者であること。 

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

置を受けていない者であること。 
(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を次項第２号に定める手続により購入した者であること。

ただし、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。）を除く。 

(6) 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。 
(7) その他詳細については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱

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

２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、第８項第11号に定める場合を除

く。 
(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に交通局総務部財務課において閲覧に供する。ただし、オの場合を除く。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成19年２月23日午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込手続 

横浜市交通局総務部財務課において閲覧又は横浜市ホームページを参照すること。 
  オ 電子図渡し案件については、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。 
(3) 前項に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う
。 

３ 入札方法等 
(1) 入札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、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、横浜市交通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) 入札に当たっては、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、横浜市交通局電子入
札運用基準（工事請負関係）第13条を参照すること。また、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定
めた参考資料等の内訳書と同程度の詳細な内容のものとし、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) 合併入札の場合は、すべての工事の合計金額をもって入札額とすること。 
４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 
(2) 第１項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は前項第４号の定めに従わない工事費内訳書を提出

した者が行った入札 
(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 
(5) 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

交 通 局 
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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

ード代表者届出書を横浜市に提出している場合には、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 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) 前号の場合において、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、前号の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定す
るまで同様の手続を繰り返す。 

(5) 第３号の入札参加資格の確認に当たっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、
開札日（前号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の
午後５時までの間に総務部財務課へ提出し、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、前号イの手続により落札者を決定する。 

(6) 第４号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して
、当該落札候補者に通知する。 

(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、第３号の入札参加資格
の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

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

(9) 第７号の調査に当たっては、当該落札候補者は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱
要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時までに総務部財務課へ提出し、また、調査のために必
要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は横浜市交通事業管理
者の指示に従わない場合には、前号に該当するものとし当該落札候補者を落札者としないものとする
。 

(10) 前号に定める書類は、第３項第４号に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出す
ること。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、第８号に該当するものとし当該落札候補者を
落札者としないものとする。 

(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交通局一般競争参加停止及び指名停止
等措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を
除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち

低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 
６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得第27条か

ら第29条までの規定よる。 
７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 
なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい
て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会
計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支
払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出
来高に応じて行う。 

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

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

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ
の場合、契約書の作成は落札者が行うものとし、当該契約書の作成費用は落札者が負担するものとす
る。 

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

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
 (6) 本市の都合により開札日時を変更する場合は、横浜市交通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。 
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 (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、横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停
止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 
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、第５項第５号に定める書類を提出しない場合 
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、横浜市交通
局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱第４条第１項第１号に該当した場合 

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

   なお、開札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の
元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を
乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市交
通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留
意すること。 

(9) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額に
かかわらず建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）第24条の７第１項に規定する施工体制台帳の提出を義務
付けるものとする。 

(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交通局財務課長あての書
留郵便により郵送又は横浜市交通局財務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
市ホームページ又は横浜市交通局財務課掲示板を参照すること。 

 (11)横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第９条第１項中「入札日」とあるのは、「開
札日の翌日以降」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。 

(12)その他この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の前
払金に関する規程、横浜交通局市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市交通局電子入札運用基
準（工事請負関係）及び横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものと
する。 
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契約番号 ０６５３０１０１２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高速鉄道４号線日吉本町駅及び高田町駅新築工事（建築） 

施工場所 
港北区日吉本町五丁目４８６番他 

工事概要 

日吉本町駅駅舎新築工（ＲＣ（一部Ｓ）造、地上二階地下三階建、延床面積５，１６３㎡）、高
田町駅駅舎新築工（ＲＣ造（一部Ｓ）造、地上一階地下四階建、延床面積４，７８５㎡） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １，０１９，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ７１３，９２３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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）入札参加者は、鉄道駅舎新築工事の元請としての施工実績を有すること（当該施工実績
が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。
）。 

（２）配置する監理技術者は、施工現場毎にそれぞれ専任で配置すること。（日吉本町駅１名、
高田町駅１名） 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （３）
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交
付を受けている者は提出不要） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併せ
て実績を証明する契約書、設計図書、竣工時工事カルテ受領書の写し等の書類を添付すること。
） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社リバーストン、株式会社ネイティブ 
平成１９年 ２月２３日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市交通局財務課掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。  

入札期間 
平成１９年 ３月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ３月１６日（金）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１９年 ３月１９日（月）午前 １０時００分  

支払条件 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。入札に当たっては、当該工事について本市が定めた参考
資料等の内訳書と同程度の詳細な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）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入
札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部開札日の翌開庁
日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。 

（３）本件工事は、債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１２  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７４  
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 平成19年２月13 日発行横浜市報調達公告版第８号25 ページ、建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律第９条第１項に規定する対象建設工事欄、「該当する」は「該当しない」の誤り。 
 

正 誤 


