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第 19 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

【調達公告】 

△ 一般競争入札の施行 
（都市計画道路桂町戸塚遠藤線（小菅ケ谷・舞岡地区）街路整備工事（その３１） ほか 22 件）･･２ 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
（住民基本台帳ネットワークシステムサーバ機器 一式の借入）･･･････････････････････････････28 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

（公営ポスター掲示板 約 4,808 枚の製造）･････････････････････････････････････････････････30 

△ 特定調達契約の落札者等の決定…………………････････････････････････････････････････………･33 

△ 同…………………････････････････････････････････････････………･･･････････････････････････33 

△ 同…………………････････････････････････････････････････………･･･････････････････････････34 

△ 同…………………････････････････････････････････････････………･･･････････････････････････34 

 

【水道局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行（鋳鉄管 一式の購入）･･･････････････････････････････35 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 （バタフライ弁４基の購入）･･･････････････････････････････････････････････････････････････37 

△ 一般競争入札の施行 

（東川島町口径１００から２００ｍｍ配水管新設工事跡路面復旧工事 ほか 21 件）･･････････････39 

 

【交通局】  

△ 一般競争入札の施行 

（高速鉄道４号線日吉駅建築工事（サイクルコンベアー設備） の１件）･･･････････････････････82 
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横浜市調達公告第 94 号 

一般競争入札の施行 
次のとおり、「都市計画道路桂町戸塚遠藤線（小菅ケ谷・舞岡地区）街路整備工事（その３１）」ほか 22

件の工事について、一般競争入札を行う。 
平成19年４月17日 

 
契 約 事 務 受 任 者 
横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有する者
であること。 

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

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

札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 
 
２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、10（10）に定める場合を除く

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

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

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

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

３ 入札方法等 
(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、

郵便による入札は認めない。 
(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場合を除き

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

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準
（工事請負関係）第 13 条を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計
図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること
。 

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

(6) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札
がないときは、当該入札を不調とする。 

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

４ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出した

者が行った入札 
(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同一

の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員として
入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IC カ

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

行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を入
札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

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

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

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

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者
のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う。
以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

(5) (3) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開札
日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５
時までの間に契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内
に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者
でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

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

 
６ 低入札価格調査制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（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
時までの間に契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内
に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者
でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

(7) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(3) の入札参加資格の確
認とあわせて、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）に定め
る調査を行う。 

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

(9) (7) の調査にあたっては、当該落札候補者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時
までに契約第一課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の期限まで
に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(8) に該当するものとし当該落札候補者を
落札者としないものとする。 

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

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

(12) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置
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。 
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７ 入札保証金及び契約保証金 
(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条から第
29 条までの規定による。 

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

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

いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各
会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

の額は、契約金額の100 分の 30 以上とする。 
(2) ８(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契

約を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある
場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う
。 

(3) 契約金額にかかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 
(4) 本市が定める工事については、工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うも

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

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 
(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する。 
(4) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 
(5) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術

者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参
加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

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

４項に定めるとおりとする。 
(8) 開札後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措

置要綱第２条の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 
イ 落札候補者となった者が、５(5)又は６(5)に定める書類の提出をしない場合 
ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、低入札要綱第
４条第１項第１号に該当した場合（ただし、資料に不備等がある場合を除く。） 

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

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

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

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

(11) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則
、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 ０７１２０１００２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路桂町戸塚遠藤線（小菅ケ谷・舞岡地区）街路整備工事（その３１） 

施工場所 
栄区小菅ケ谷四丁目２９番１５号地先から３２番１９号地先まで 

工事概要 

ＬＯ型側溝工Ｌ＝９７．４ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝１１６．９ｍ、重力式擁壁工１０８．６ｍ 
３、地先境界ブロック工Ｌ＝１２４．５ｍ、アスファルト舗装工７６９㎡ 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月２８日まで 

予定価格 １８，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、磯子区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４  

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 ０７１２０１００２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路環状３号線（戸塚地区）ほか２地区街路整備工事（その１） 

施工場所 
戸塚区戸塚町１６４３番４から汲沢町１１４番３まで 

工事概要 

除草工１１，０００㎡、防草・防根シート設置工１００㎡、防護柵設置工（木柵設置 
工Ｈ＝１．４ｍ、Ｌ＝３０ｍ、金網工Ｈ＝１．５ｍ、Ｌ＝２０ｍ） ほか  

工期 契約締結の日から平成１９年１０月３１日まで 

予定価格 ３，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区 
内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７５１  

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 ０７１４０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭建設工事・汚水桝設置工 

施工場所 
中区南本牧ふ頭内（コンテナターミナル前道路際） 

工事概要 

１弁式３型真空汚水桝設置工一式、ポリエチレン接続管敷設工（Φ７５ｍｍ、１か所）、 
空気取入管敷設工（Φ１００ｍｍ、１か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ６月２９日まで 

予定価格 ２，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内又は南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局南本牧ふ頭建設事務所 電話 ０４５－６２２－５５４０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区矢部地区下水道整備工事（その３４） 

施工場所 
戸塚区矢部町１０８９番地先ほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ、Ｌ＝３２．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月２８日まで 

予定価格 ２，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、戸 
塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１００７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
長屋門公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和東一丁目１７番 

工事概要 

基盤整備工、敷地造成工、擁壁工（現場打擁壁工、石積工）、植栽工（高木植栽工、中低 
木植栽工、地被類植栽工）、移植工（高木移植工、中低木移植工）、園路広場整備工、施 
設整備工 

工期 契約締結の日から平成１９年 ６月２９日まで 

予定価格 １３，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のい 
ずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２４０１０００９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅西口第１地区再開発事業に伴う立場代替地整備工事 

施工場所 
泉区中田西一丁目２５３３番６ 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ、Ｌ＝３０．３ｍ）、擁壁築造工（Ｈ＝１．５ｍ、Ｌ＝１ｍ 
）、アスファルト舗装工１１３㎡、インターロッキングブロック設置工５１㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 ５，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、泉 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局事業調整課 電話 ０４５－８６４－２６２１  

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 ０７２８０１０００２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
名瀬ホーム職員宿舎解体工事 

施工場所 
戸塚区名瀬町７９１番地 

工事概要 

建物解体工（ＲＣ造、地下１階地上３階建、延床面積６７０㎡）、屋外付帯設備撤去工 
、外構解体工 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月１８日まで 

予定価格 ３２，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 ‐ 

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６７  

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



横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 19 年４月 17 日発行 

                                                    

                        12

契約番号 ０７３２０１００２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区西寺尾一丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区西寺尾一丁目１６番地先から西寺尾二丁目６番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，９４８㎡、区画線設置工Ｌ＝１，５５２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月１３日まで 

予定価格 １３，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、保土ケ谷区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区松ケ丘地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区松ケ丘３番地先から５番地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，０３８㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、区画線設置工Ｌ＝５４３ｍ 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ６月２９日まで 

予定価格 ６，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、保土ケ谷区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区白幡上町地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区白幡上町１９番５号地先から３１番１１号地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，７７８㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝３１９ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月１４日まで 

予定価格 １８，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、神奈川区内、保土ケ谷区内又は港北区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者、又は平成 
  １７年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に通知されたほ装に係る工事の横 
  浜市請負工事検査事務取扱規程第９条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１ 
  ０条、交通局請負工事検査事務取扱規程第１０条又は横浜市病院経営局請負工事検査 
  事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の通 
  知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件 
  以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の 
  者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿の土 
木部門に登載されている者は提出不要。） 

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区新子安一丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区新子安一丁目１４番地先ほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，００４㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝３１４ｍ、区画線設置工Ｌ＝７６０ 
ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 １５，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、神奈川区内、保土ケ谷区内又は港北区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３２０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区斎藤分町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区斎藤分町１３番１号地先から１９番２４号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，８７５㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝８ｍ、区画線設置工Ｌ＝６９ｍ ほ 
か 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 ８，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、保土ケ谷区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３３０１００１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）横浜駅西口第１１自転車駐車場新設工事 

施工場所 
西区楠町２５番 

工事概要 

小型重力式擁壁工Ｌ＝１２ｍ、転落防止柵設置工Ｌ＝６４ｍ、車止め設置工１６基、アス 
ファルト舗装工１８５．６㎡、照明灯設置工１基 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 ５，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内又は南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３８０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内河川維持工事（その２） 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

土のう積工４０㎡、ふとんかご工Ｌ＝４０ｍ、アスファルト舗装工５００㎡、路盤工 
５００㎡ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ６，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業又はとび・土工工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は緑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６  

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 ０７４２０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内安全施設設置工事（その２） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

ガードレール設置工Ｌ＝４０ｍ、横断防止柵設置工Ｌ＝５０ｍ、車止めポスト設置工２０ 
本、点字ブロック設置工１５㎡、溶融噴射式カラー塗装工１２０㎡ 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月１９日まで 

予定価格 ５，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業又はとび・土工工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、緑 
区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００  

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 ０７４２０１００１５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路霧が丘長津田線緑区長津田みなみ台三丁目地内ほか１か所舗装補修工事（昼夜間
施工） 

施工場所 
緑区長津田みなみ台三丁目３番１地先から長津田みなみ台五丁目２５番７地先までほか１か所

工事概要 

アスファルト舗装工４，９５５㎡、区画線設置工Ｌ＝４，０５０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 ２４，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のい 
ずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００  

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 ０７４３０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内道路整備工事（その３） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝６０ｍ、集水桝築造工５か所、人孔調整工１５か所、小型重力式擁壁工（ 
Ｈ＝１ｍ、Ｌ＝３０ｍ）、アスファルト舗装工７８０㎡ 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月２１日まで 

予定価格 １０，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－３９２７  

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 ０７４３０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
環状４号線歩道整備工事 

施工場所 
青葉区青葉台二丁目９番地先から２７番地先まで 

工事概要 

透水性アスファルト舗装工１，５１２㎡、側溝工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ８月２４日まで 

予定価格 １３，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内、緑区内又は青葉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４５０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区名瀬町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
戸塚区名瀬町８４番地先から１７０番１７地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６８６㎡、不陸整正工１，６８６㎡、区画線設置工Ｌ＝ 
４２６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ８月３１日まで 

予定価格 １１，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、戸塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７５５０１０００３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
勝田消防出張所解体工事 

施工場所 
都筑区勝田町１０９１番地 

工事概要 

建物解体工（ＲＣ造、地上２階建、延床面積４２１．６４㎡）、屋外付帯設備撤去工、 
フェンス設置工、門扉設置工 

工期 契約締結の日から平成１９年 ８月３１日まで 

予定価格 ２０，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 ‐ 

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工工事業又は建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６５  

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 ０７７１０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本郷特別支援学校空調設備更新整備工事（電気設備工事） 

施工場所 
栄区小菅ケ谷三丁目３７番１２号 

工事概要 

空調設備更新工事に伴う電気設備工事（動力設備工一式、電灯設備工一式、弱電設備工一 
式 ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２１日まで 

予定価格 ３２，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区 
内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５  

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 ０７７１０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
篠原小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
港北区篠原東三丁目２７番１号 

工事概要 

鉄骨ブレース設置工（４．２ｍスパン）９か所、耐震スリット設置工３３か所、床クラッ 
ク補修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月１８日まで 

予定価格 ３３，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又 
は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

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



横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 19 年４月 17 日発行 

                                                    

                        27

契約番号 ０７７１０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上郷中学校ほか１校室内環境整備その他工事 

施工場所 
栄区犬山町６番２号ほか１か所 

工事概要 

上郷中学校：コンピュータ教室改造工、渡り廊下一部改修工 ほか、上郷小学校；体育倉 
庫新設１棟（軽量Ｓ造、平屋建、延床面積３２．４㎡）、屋外倉庫新設１棟（軽量Ｓ造 
、平屋建、延床面積３２．４㎡）、飼育小屋１棟（軽量Ｓ造、平屋建、延床面積 
１５．０㎡）、プールフェンス張替工 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 ３２，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ‐ 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内の 
いずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１０日（木）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

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 95 号 
   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
 次のとおり一般競争入札を行う。 
   平成 19 年 4 月 17 日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
   住民基本台帳ネットワークシステムサーバ機器 一式の借入  
 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 
 (3) 借入期間 
    平成 19 年 12 月１日から平成 20 年３月 31 日まで 
 (4) 借入場所 
    横浜市内２か所（詳細は、入札説明書による。）   
 (5) 入札方法 
   この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。                                      
 (6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

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

認を受けなければならない。 
  (1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 
  (2) 平成 19・20 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。  
  (3) 平成 19 年４月 26 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 
 (4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 
３ 入札参加の手続 
    当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載

手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 
  (1) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年４月 26 日午後５時まで 
  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 
      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
      笹生 電話 045 (671) 2186（直通）  
４ 入札参加資格の喪失 
    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 
５ 入札に必要な書類を示す場所等 
  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成 19 年４月 17 日から平成 19 年５月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時まで） 
 (2) 交付場所 

〒244-0813 戸塚区舞岡町 644-12 
横浜市行政運営調整局行政システム推進部情報システム課 
電話 045(827)2945（直通） 

 (3) 交付方法 
      有償（500 円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交
付を受ける。 

７ 入札及び開札 
(1) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成 19 年５月 29 日から平成 19 年６月４日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
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(ｱ) 入札日時 
平成 19 年６月５日午前 10 時 30 分 

(イ) 入札場所  
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

       ただし、郵送による入札については、平成 19 年６月４日午後５時までに第３項第３号に掲げる 
部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 
平成 19 年６月５日午前 10 時 30 分 

８ 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) 第２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) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

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

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

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
９ 落札者の決定 
   横浜市契約規則第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有

効な入札を行ったものを落札者とする。 
10 入札保証金及び契約保証金 
   いずれも免除する。 
11 契約金の支払方法 
 (1) 前金払 
   行わない。 
 (2) 契約金の支払方法 
   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 
12 その他 
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨に限る。 
 (2) 契約書作成の要否 
   要する。 
 (3) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary 
 (1) Subject matter of the contract: Lease of Server Equipment for Basic Residencial Register 
network 
    system  
  (2) Deadline for the tender: 10:30 a.m., 5 June,2007 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 
Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 
045 (671) 2186 
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横浜市調達公告第 96 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 19 年４月 17 日 

契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    公営ポスター掲示板 約 4,808 枚の製造 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成 19 年６月 23 日から平成 19 年６月 24 日まで 

 (4) 納入場所 

横浜市環境創造局北部汚泥資源化センターほか 17 か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

  (6) その他 

   本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運 

  用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ 

とにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 19・20 年度横浜市般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「看板・プレート」

に登録が認められている者で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成 19 年４月 26 日から開札日までの間のいずれかの日において、平成 19・20 年度横浜市一般競争

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の措置を受けていない者で

あること。 

(4) 当該物品に係る製造実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   

(1) 提出書類及び提出方法 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 19 年４月 26 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

安井 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)

に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 
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当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

平成 19 年４月 17 日から平成 19 年５月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課（関内駅前第二ビル６階 ） 

電話 045(671)3335（直通） 

(3) 交付方法 

有償（500 円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交

付を受ける。 

７ 入札及び開札 

(1) 入札期間等 

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ)  入札期間 

平成 19 年５月 29 日から平成 19 年６月４日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時 

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

  （ｱ） 入札日時 

     平成 19 年６月５日午前 11 時 30 分 

(ｲ)  入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ただし、郵送による入札については、平成 19 年６月４日午後５時までに第３項第３号に掲げる 

部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

   平成 19 年６月５日午前 11 時 30 分 

８ 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) 第２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) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届

けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 
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(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Manufacture of approx. 4,808 official bulletin boards  

(2) Deadline for the tender: 11:30 a.m., ５ June,2007 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination Bureau ， City of Yokohama,1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 

045(671)2249 
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横浜市調達公告第 97 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４月 17 日 

                           契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長  大 場 茂 美 
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横浜市調達公告第 98 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４月 17 日 

                              契約事務受任者 

横浜市健康福祉局長 上 野 和 夫 

  

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 横浜市北部斎場で使

用 す る 電 力 約

2,416,000 キロワッ

トアワーの供給 

横浜市健康

福祉局健康

安全部環境

施設課 

中区港町 1

丁目 1番地 

平成 19 年

３月７日

GTF ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜ

ｰ株式会社 

東京都港区新

橋 1 丁目 7 番

11 号 

円

38,601,030

一般競争

入札 

平成 19 年

1 月 23 日

－ 

２ 医療扶助レセプトデ

ータ作成委託 一式 

横浜市健康

福祉局生活

福祉部保護

課 

中区港町１

丁目１番地 

平成 19 年

３月７日

株式会社ワイ

イーシーソリ

ューションズ

中 区 山 下 町

22 番地 

円

35,322,570

随意契約 平成 19 年

１月 23 日

政府調達

に関する

協定（平

成７年条

約 第 23

号）第15

条第１項

（a） 
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横浜市調達公告第 99 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４月 17 日 

                                契約事務受任者 

横浜市教育長 押  尾  賢  一 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 横浜市中央図

書館で使用す

る 電 力 約

5,211,000 キロ

ワットアワー

の供給 

横浜市教育委

員会事務局中

央図書館サー

ビス課   

 西区老松町

１番地 

平成 19

年 ３ 月

14 日 

東京電力株式会社 

東京都千代田区内

幸町１丁目１番３

号 

円

70,607,508

一 般 競

争入札 

平成 19

年 1 月

30 日 
― 

 

 

横浜市調達公告第 100 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 4 月 17 日 

                                契約事務受任者 

横浜市都市整備局長 寺澤 成介 

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 平成 19 年度土

木工事積算シ

ステム運用管

理 業 務 委 託

一式 

横浜市都市整

備局公共事業

調査室公共事

業調査課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 19

年 ４ 月

１日 

株式会社日立情報

システムズ横浜支

店 

西区高島二丁目６

番 32 号 

円

88,200,000

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 19 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成 19 年４月 17 日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 大 谷 幸二郎 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

  鋳鉄管 一式の購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期限及び数量 

入札説明書による。 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(5) 入札方法 

総価により行う。 

(6) その他 

  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市水道局電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提

出することにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及

び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 19・20 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 19 年４月 26 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市水道局一般競争参加停止

及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

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

能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の確認申請を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課  

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 19 年４月 26 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

上田 電話 045(671)3062（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

水 道 局 
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５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

閲覧に供する。 

６ 入札説明書の交付期間及び交付方法 

   横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

  また、平成 19 年４月 17 日から平成 19 年５月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前

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

しを 行う。 

７ 入札及び開札 

(1) 入札期間等 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 

平成 19 年５月 31 日から平成 19 年６月７日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 19 年６月８日午前９時 30 分  

(ｲ) 入札場所 

横浜市水道局管財部契約課入札室（関内中央ビル４階） 

ただし、郵送による入札については、平成 19 年６月７日午後５時までに第３項第３号に掲げる部

課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

(1) イ(ｱ) に同じ 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

横浜市水道局契約規程第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、合格した数量に対する請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

Purchase of ductile iron pipes 

(2) Date of tender: 

9:30 a.m., 8 June, 2007 

(3) Contact point for the notice: Contract Division, Water Works Bureau, City of Yokohama,  

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017，TEL 045(671)3062 
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水道局調達公告第 20 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成 19 年４月 17 日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 大 谷 幸二郎 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

  バタフライ弁４基の購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期限及び数量 

入札説明書による。 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(5) 入札方法 

総価により行う。 

(6) その他 

  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市水道局電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提

出することにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及

び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 19・20 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 19 年４月 26 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市水道局一般競争参加停止

及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

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

能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の確認申請を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課  

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 19 年４月 26 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

上田 電話 045(671)3062（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

６ 入札説明書の交付期間及び交付方法 

   横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

  また、平成 19 年４月 17 日から平成 19 年５月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前

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

しを 行う。 

７ 入札及び開札 

(1) 入札期間等 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 

平成 19 年５月 31 日から平成 19 年６月７日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 19 年６月８日午前９時 45 分  

(ｲ) 入札場所 

横浜市水道局管財部契約課入札室（関内中央ビル４階） 

ただし、郵送による入札については、平成 19 年６月７日午後５時までに第３項第３号に掲げる部

課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

(1) イ(ｱ) に同じ 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

横浜市水道局契約規程第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、合格した数量に対する請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

Purchase of 4 butterfly valves 

(2) Date of tender: 

9:45 a.m., 8 June, 2007 

(3) Contact point for the notice: Contract Division, Water Works Bureau, City of Yokohama,  

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017，TEL 045(671)3062 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 19 年４月 17 日発行 

                                                    

                        39

水道局調達公告第21号 

一般競争入札の施行 

次のとおり、「東川島町口径１００から２００ｍｍ配水管新設工事跡路面復旧工事」ほか21件の工事につ

いて、一般競争入札を行う。 

平成19年４月17日 

 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 大 谷 幸二郎 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（昭和39年４月水道局規程第16号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び

同条第２項の規定に基づき横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定め

る資格を有する者であること。 

(2) 平成19・20年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措

置を受けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) ICカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱

、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得

等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

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

。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子

図渡し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロ

ードすること。 

イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しな

ければならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに

定める期間において、横浜市水道局管財部契約課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

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

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また

、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場

合を除き、認めない。 

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

テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市水道局電子入

札運用基準（工事請負関係）第13条を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、当局が工事ごとに

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

致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参

加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入
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札がないときは、当該入札を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

札 

(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同

一の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員と

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

(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札IC

カード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人による

ICカードを用いて行った入札 

５ 低制限価格制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格

をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者

のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う

。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５

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

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

いとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等

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

。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって

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

６ 低入札価格調査制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（以下「落

札候補者」という。）及び当該価格を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじによ

り落札候補者を決定するものとする。 

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

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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



横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 19 年４月 17 日発行 

                                                    

                        41

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

入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定する

まで同様の手続を繰り返す。 

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

日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５

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

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

いとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

(7) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(3) の入札参加資格の確

認とあわせて、横浜市水道局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）

に定める調査を行う。 

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

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

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

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

(9) (7) の調査にあたっては、当該落札候補者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時

までに契約課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の期限までに書

類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(8) に該当するものとし当該落札候補者を落札

者としないものとする。 

(10)(9) に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること。

対応した書類の提出がない場合には、(8) に該当するものとし当該落札候補者を落札者としないものと

する。 

(11)開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等

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

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

の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

ら第29条までの規定よる。 

８ 契約金の支払方法 

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

回数に含まない。 

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

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

各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

９ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参
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加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取消すことがある。 

(6) 当局の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第14

条第４項に定めるとおりとする。 

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

止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5)又は６(5)に定める書類の提出をしない場合 

ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、低入札要

綱第４条第１項第１号に該当した場合（ただし、不備等がある場合を除く。） 

(8) ５(3)又は６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱

第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認

定された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜市

のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定書

兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市水道局契約課長あての書

留郵便により郵送又は横浜市水道局管財部契約課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜

市のホームページを参照すること。 

(10)その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の前

払金に関する規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市水道局電子入札運用基準

（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする

。 
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契約番号 ０７５２０１０１７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東川島町口径１００から２００ｍｍ配水管新設工事跡路面復旧工事 

施工場所 
保土ヶ谷区西谷町６９５番地先から東川島町２７番地の７先まで 

工事概要 

アスファルト表層工（ｔ＝４ｃｍ：８２７ｍ２、ｔ＝５ｃｍ：１３３５ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から９５日間 

予定価格 ４７，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その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 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 １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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢ポンプ設備新設工事（その６）〔建屋改修〕 

施工場所 
金沢区能見台六丁目３７番地ほか 

工事概要 

ポンプ場建屋改修工（改修面積１１６ｍ２）一式、災対備品庫新築工（建築面積４２．８ 
ｍ２）一式、設備工一式ほか 

工期 契約締結の日から７５日間 

予定価格 １４，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない
。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局建設課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０１６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場１系沈殿池傾斜管設置工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

傾斜管設置工一式ほか 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 １６３，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 － 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成９年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上下水道事業 
及び工業用水道事業における、水処理設備の設置工事の元請としての施工実績を有するも 
の。 
（２）本工事において製作・設置する水処理設備について、当該設備を設計できる部門並 
びに工事・技術管理・検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事、施工及び監理できる 
もの。また、機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 
 
※（１）及び（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】 
については、施工実績調書並びに施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の 
写し等）及び正従業員数（設計・製造・検査業務従事者数及び設計部署・設計技術者数） 
、アフターサービス体制が確認できる組織表等。 

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種 
工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

工事担当課 水道局小雀浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０１６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀３・６号配水池塩素注入設備設置工事（その１）［塩素注入設備］ 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

機器製作（次亜塩素注入装置・次亜塩素注入制御盤）一式、機器据付工一式、配管・配線 
工一式、撤去工一式ほか 

工期 契約締結の日から２７０日間 

予定価格 １１８，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 － 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 制限なし 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成９年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上下水道事業 
又は工業用水道事業における浄水場、若しくはポンプ場の薬品注入設備の設置又は改良工 
事等の元請実績を有するもの。 
（２）本工事において設置する薬品注入設備について、設計できる部門並びに工事、技術 
管理及び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事、施工及び監理できること。また、 
機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 
 
※（１）及び（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】 
については、施工実績調書（工事内容欄に設備に関する能力、機種形式、台数、納入年月 
、稼動年月、実運転時間等を記入すること。）並びに施工内容の確認できる書類（竣工時 
工事カルテ受領書の写し等）及び正従業員数（設計・製造・検査業務従事者数及び設計部 
署・設計技術者数）、アフターサービス体制が確認できる組織表等。 

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種 
工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０１６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
関内線口径８００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
中区横浜公園先から山下町２３１番地先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐Ｓφ８００ｍｍ：９６ｍほか）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２４５日間 

予定価格 １８８，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５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 

（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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１６５ 

工事件名 
関内線口径８００ｍｍ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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
綱島西三丁目口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港北区綱島西三丁目１５番４号先から２８番２８号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：３０５ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：２９ 
９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：４５か所、φ５０ｍｍ：３５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２６５日間 

予定価格 １１７，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１６６ 

工事件名 
綱島西三丁目口径１００から３００ｍｍ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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
元宮一丁目φ１００から２５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区元宮一丁目１５番１号先から１７番１２号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：３０７ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２５０ｍｍ：２ｍ 
ほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：３０か所、φ５０ｍｍ：１２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１６０日間 

予定価格 ３７，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ又は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か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１８４ 

工事件名 
元宮一丁目φ１００から２５０ｍｍ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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
矢向四丁目ほか２か所φ１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区矢向四丁目２８番２号先から３３番３号先までほか２か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：２６０ｍ）一式、給水管取付替工（φ２５ｍ 
ｍ：２４か所、φ５０ｍｍ：２５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 ２７，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ又は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か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 ４時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１８５ 

工事件名 
矢向四丁目ほか２か所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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上町ほか１か所口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
磯子区上町２番４３号先から馬場町１番４６号先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：３７１ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：３ｍ 
ほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：１０８か所、φ５０ｍｍ：１４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２９０日間 

予定価格 ９１，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
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 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５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 

（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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１６７ 

工事件名 
上町ほか１か所口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
次の（１）又は（２）のいずれかに該当すること。 
（１）平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されており、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１００ｍｍ管以上の官公 
庁発注工事）の元請実績（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。）又は平成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。 
（２）平成１７年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に通知された上水道に係る 
工事の横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書 
（当該期間内に２件以上の通知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とす 
る。また、同一月に２件以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評 
定点が８０点以上であるもの。 
 
（１）の工事請負実績について、１００万円以上の契約実績に限る。 
 
 
【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
）。 
（３）【入札参加資格その他】の（１）のうち、元請実績の場合、施工実績調書並びに施 
工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。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。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）。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東寺尾五丁目ほか１か所口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区東寺尾五丁目９番１３号先から１７番１８号先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：８２５ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：５ｍ 
ほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：７７か所、φ５０ｍｍ：２９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２４５日間 

予定価格 ９０，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
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 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１６８ 

工事件名 
東寺尾五丁目ほか１か所口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
次の（１）又は（２）のいずれかに該当すること。 
（１）平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されており、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１００ｍｍ管以上の官公 
庁発注工事）の元請実績（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。）又は平成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。 
（２）平成１７年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に通知された上水道に係る 
工事の横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく工事完成検査結果通知書 
（当該期間内に２件以上の通知を受けた場合は、通知された月が 新月のものを対象とす 
る。また、同一月に２件以上の通知を受けた場合は、 高点のものを対象とする。）の評 
定点が８０点以上であるもの。 
 
（１）の工事請負実績について、１００万円以上の契約実績に限る。 
 
 
【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
）。 
（３）【入札参加資格その他】の（１）のうち、元請実績の場合、施工実績調書並びに施 
工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。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。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）。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岸谷三丁目ほか２か所口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区岸谷三丁目１８番４０号先から２９番２７号先までほか２か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：３７２ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：１３ 
０ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：９６か所、φ５０ｍｍ：２８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２８０日間 

予定価格 ８５，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１６９ 

工事件名 
岸谷三丁目ほか２か所口径１００から３００ｍｍ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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 19 号 平成 19 年４月 17 日発行 

                                                    

                        61

契約番号 ０７５２０１０１７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
下末吉二丁目口径１５０から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区下末吉一丁目１１番１８号先から下末吉二丁目１８番５号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：３０７ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：６５か所、φ５０ｍｍ：１５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２５０日間 

予定価格 ７６，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１７０ 

工事件名 
下末吉二丁目口径１５０から３００ｍｍ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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
牛久保線口径６００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
都筑区東山田町２１９番地先から８９５番地先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：４３５ｍ、ＤＩＰ‐Ｓ・ＫＦφ６００ｍｍ： 
６９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ５０ｍｍ：２か所）一式、配水管撤去工一式 

工期 契約締結の日から１８５日間 

予定価格 ５７，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１７１ 

工事件名 
牛久保線口径６００ｍｍ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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
二俣川２丁目口径１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
旭区二俣川２丁目６番地先から本宿町１２４番地先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４８８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：３８か所、φ５０ｍｍ：２３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２３０日間 

予定価格 ５６，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  



横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 19 年４月 17 日発行 

                                                    

                        66

契約番号 ０７５２０１０１７２ 

工事件名 
二俣川２丁目口径１００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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日吉三丁目ほか１か所口径１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港北区日吉三丁目５番９号先から日吉四丁目７番１４号先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：３５５ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：２６ 
８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：３６か所、φ５０ｍｍ：２８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１９５日間 

予定価格 ５２，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１７３ 

工事件名 
日吉三丁目ほか１か所口径１００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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
洋光台二丁目ほか２か所口径１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
磯子区洋光台二丁目１８番１８号先から１８番４５号先までほか２か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４６２ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２４か所、φ５０ｍｍ：９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１５０日間 

予定価格 ４１，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度災害協力業者名簿に登載されている者で、次の（１）又は（２）のいずれか 
に該当すること。 
（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）及び（２）について、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 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１７４ 

工事件名 
洋光台二丁目ほか２か所口径１００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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
今宿西町φ１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
旭区今宿西町２０４番地の６先から都岡町５番地の１号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４９８ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：２． 
９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：３７か所、φ５０ｍｍ：２０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２１５日間 

予定価格 ３８，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１８３ 

工事件名 
今宿西町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）のうち、元請実績の場合、施工実績調書並びに施 
工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。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。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）。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
芹が谷一丁目口径１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港南区芹が谷一丁目２１番１４号先から２３番１２号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：２３９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：５７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１５０日間 

予定価格 ３７，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １１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 

（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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１７５ 

工事件名 
芹が谷一丁目口径１００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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大棚町ほか１か所口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
都筑区大棚町１３６番地先から３８２番地先まで ほか１か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：２８１ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：１５か所、φ５０ｍｍ：３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１４５日間 

予定価格 ３３，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度災害協力業者名簿に登載されている者で、次の（１）又は（２）のいずれか 
に該当すること。 
（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）及び（２）について、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 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１７６ 

工事件名 
大棚町ほか１か所口径１００から３００ｍｍ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） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０１７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新桜ヶ丘一丁目口径１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
保土ヶ谷区新桜ヶ丘一丁目１３番１４号先から新桜ヶ丘一丁目１５番１４号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：２００ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２４か所、φ５０ｍｍ：１か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から８５日間 

予定価格 １７，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１７７ 

工事件名 
新桜ヶ丘一丁目口径１００ｍｍ配水管新設工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等）。 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
。 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要。 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０１８６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
楠町φ１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
西区楠町３番地先から楠町４番地先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：５７ｍ、ＤＩＰ‐Ｋφ１５０ｍｍ：４ｍほか 
）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：２か所、φ５０ｍｍ：１か所）一式、配水管撤去 
工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から５５日間 

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 － 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 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４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０１８６ 

工事件名 
楠町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）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等）。 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
。 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要。 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０１７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀１系ろ過池更生工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

ろ過池洗浄工（ろ過砂搬出工８２６ｍ３、ろ過砂洗浄工８１３ｍ３、ろ過砂搬入敷均し工 
８２６ｍ３、ろ過砂利搬出工４８８ｍ３、ろ過砂利洗浄工４８８ｍ３、ろ過砂利搬入敷均 
し工４８８ｍ３ほか）一式、ろ過池内補修工一式、表面洗浄装置塗装工一式ほか 

工期 契約締結の日から２７０日間 

予定価格 ５８，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 － 

登録工種 その他 

格付等級  

登録細目  

所在地区分 制限なし 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成９年４月１日から開札日までの間に完成した、浄水場における、ろ過池更生工事の元 
請負実績を有し、かつ水道施設工事業の許可を有しているもの。 
 
※工事請負実績は、官公庁発注工事の１００万円以上の契約実績に限る。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ５月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ５月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ５月１５日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年４月２４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局小雀浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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交通局調達公告第19号 

一般競争入札の施行 

次のとおり、「高速鉄道４号線日吉駅建築工事（サイクルコンベアー設備）」の１件の工事について、一

般競争入札を行う。 

平成19年４月17日 

 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 池 田 輝 政 

 

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) 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) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他詳細については、横浜市交通局契約規程、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10号に定める場合を除

く。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

 ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡

し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする

こと。 

イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけ

ればならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定め

る期間に総務部財務課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続については、横浜市ホームページ又は交通局財務課掲示板を参照する

こと。 

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

３ 入札方法等 

(1) 入札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

交 通 局 
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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

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 低制限価格制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 前号の場合において、予定価格の制限の範囲内で 低制限価格以上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、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) 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で 低制限価格以上の価格をも

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

６ 低入札価格調査制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（以下

「落札候補者」という。）及び当該価格を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 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。 
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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。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市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。 

８ 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。 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

  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 100 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 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。 
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(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延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

 (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。 

 (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号又は第６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（不備等がある場合

を除く） 

 (8) 第５項第３号又は第６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19・20年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の

元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に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) 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交通局財務課掲示板を参照すること。 

 (10)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。 

(11)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 ０７５３０１００１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高速鉄道４号線日吉駅新築工事（サイクルコンベアー設備） 

施工場所 
港北区日吉四丁目５７０番 

工事概要 

金属ベルト搬送式サイクルコンベアー設備設置工１３基 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ９２，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ６４，６１０，０００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 鋼構造又は機械器具設置 

格付等級 【鋼構造：－】又は【機械器具設置：－】 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】又は【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

鋼構造物工事業又は機械器具設置工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成８年４月１日から開札日までの間に完成したサイクルコンベアー設備の製作・設置工事の

元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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）

（３）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 
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 ５月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成１９年 ５月１０日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１９年 ５月１１日（金）午前 １０時００分  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次ページのとおり 

本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目です。）

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８１ 
 

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２ 
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契約番号 ０７５３０１００１６ 

工事件名 
高速鉄道４号線日吉駅新築工事（サイクルコンベアー設備） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理技術

者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制
が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

（２）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。 

（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負実績
額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割に満たない
者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文第１０項第８号を参照）。 

（４）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。 

 
 
 
 
本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは２ページ目です。）
このページに記載されていない事項については、１ページ目をご確認ください。 

 


