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第39号 

横浜市報調達公告版

 
横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 
        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 
△ 特定調達契約に係る総合評価一般競争入札の施行 
  （北部汚泥資源化センター包括的管理委託   一式）･････････････････････････････････････････２ 
△ 一般競争入札の施行 
  （都橋架替工事（その５） ほか90件の工事）･･･････････････････････････････････････････････８ 
 
【水道局】 
△ 一般競争入札の施行 
   （鶴ヶ峰幹線口径１０００ｍｍ送水管新設工事（その１） ほか19件）･･････････････････････104 
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横浜市調達公告第164号 
   特定調達契約に係る総合評価一般競争入札の施行 
 次のとおり総合評価一般競争入札を行う。 
   平成19年7月31日 

 
                                   契約事務受任者      

                                     横浜市副市長 阿部 守一 
 

１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
   北部汚泥資源化センター包括的管理委託   一式 
 (2) 業務内容 
    入札説明書による。 
 (3) 履行期間 
    平成20年1月１日から平成24年3月31日まで 
   （ただし、平成20年1月1日から平成20年3月31日まで引継期間） 
 (4) 予定価格 
   3,383,856,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 
 (5) 履行場所 
    鶴見区末広町１丁目６番地１ 
      横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター 
 (6) 入札方法 
    本件委託は、総合評価一般競争入札方式により行う。 
 (7) 総合評価一般競争入札に係る技術資料についての評価方法及び落札者決定基準の詳細については、本

件委託に係る「北部汚泥資源化センター包括的管理委託評価方法及び落札者決定基準」(別紙)による
。 

２ 入札参加資格 
入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格要件をすべて満たすものとする。 

 (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「施設運転管理・保守
」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成19年9月21日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停
止等措置要綱に基づく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) 当該業務の履行に関し、下記のア及びイの条件を満たすものとする。但し、共同企業体での実績は、
代表企業者である場合のみとする。 
ア 地方自治体等で下水汚泥焼却量100トン/日・炉以上の流動床炉運転管理業務実績を入札公告日時

点において、過去5年間以内に2年以上の経験を有する者。 
  イ 地方自治体等で流入下水量100,000立方メートル/日以上相当(現有処理能力)の汚泥処理運転管理業

務実績を入札公告日時点において、過去5年間以内に2年以上の経験を有する者。 
 (5) 入札参加者の形態 

ア 入札に参加できる者の形態は、１者又は構成員数2者による共同企業体とする。 
イ 共同企業体で入札に参加する者は、共同企業体の代表者となる構成員(以下「代表構成員」という

。)を選定しなければならず、代表構成員の出資比率は、構成員中 大でなければならない。 
ウ 構成員の 小出資比率は30％以上とする。 
エ 共同企業体の２者とも本項の第1号から3号まで、及び第6号、２者で本項の第4号の資格要件を満

たすものとする。 
(6) 審査委員会の委員が属する組織、企業及び市が本事業に係るアドバイザリー契約を締結した株式会社

日本総合研究所(以下、「市関係者等」という。)、若しくは市関係者等と資本面又は人事面において関
連がある者でないこと。また、本件事業に関連した契約を市関係者等と締結した者でないこと。 
なお、資本面もしくは人事面において関連がある者とは、次の者をいう。 

ア 市関係者等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその総額の100分の50を超え
る出資をしている者。 

イ 代表権を有する役員が、市関係者等の代表権を有する役員をかねている者。 
３ 入札参加資格確認の手続 
   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確認の手続を行わなければならない。 
 (1) 提出書類及び提出部課 
   「入札説明書」(別紙）による。 
 (2) 提出期限 
      平成19年9月21日 午後5時まで 
 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 
      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
      横浜市環境創造局環境施設部水再生施設管理課(関内中央ビル7階) 
      電話 045(671)3965(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項の資格要件を満たさなくなったとき。 

調 達 公 告
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 (2) 参加資格確認に必要な提出書類に虚偽の記載をしたとき。 
５ 入札に必要な書類を示す場所等 
   当該契約に係る入札説明書等は、次項第2号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
   平成19年7月31日から平成19年8月31日まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで

及び午後1時から午後5時まで)。 
 (2) 交付場所 
   〒230-0045 鶴見区末広町1丁目６番地１ 
      横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター 
      電話045(502)3738(直通) 
 (3) 交付方法 
   無償で交付する。また、その一部は横浜市環境創造局のウェブサイト上においても掲載する。 
７ 入札書の提出日及び場所等 
   平成19年10月9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)。 
  中区港町１丁目１番地 
    横浜市環境創造局環境施設部水再生施設管理課(関内中央ビル7階） 
    電話 045(671)3965(直通) 
８ ヒアリング 
  入札後に提案書の内容についてヒアリングを行うことがある。 
９ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 第2項の資格要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) 入札書類の記載事項が不明なもの又は入札書類に記名もしくは押印のないもの 
 (4) 入札書類が不足しているもの 
 (5) 2通以上の入札書を提出した者が行った入札 
 (6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたものに係る入札 
 (7) 入札書の金額を改ざんし、又は訂正したもの 
 (8) 一定の金額で価格を表示していないもの 
(9)  入札について不正な行為があったとき 
(10) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
(11) 審査委員会の委員と接触をした者が行った入札 
10 落札者の決定方法 
  別紙「北部汚泥資源化センター包括的管理委託評価方法及び落札者決定基準」による。 
11 落札者の決定 
 (1) 落札者の決定 

別紙「北部汚泥資源化センター包括的管理委託評価方法及び落札者決定基準」に定める総合評価方式
により総合評価点を算定し、 も高い点数の者を「落札者」とする。 

 (2) 総合評価点の も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 
12 入札保証金及び契約保証金 
   いずれも免除する。 
13 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 
   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 
14 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。 
15 Summary 
 (1) Subject matter of the contract: 
    Comprehensive Operation management and maintenance service of Hokubu Sludge Treatment and 

Recycling Center of Yokohama City 
 (2) Date of tender: From 9:00 a.m.To 5：00 p.m., 9 October, 2007 
 (3)  Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division 

,Environmental Planning Bureau, City of Yokohama, 
   1-1  Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 
   TEL 045 (671) 3965 
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別紙 

北部汚泥資源化センター包括的管理委託 

評価方法及び落札者決定基準 

 

 

１ 落札者の決定の基本的考え方 

落札者の決定の基本的な考え方は、次のとおりである。 

 

 

①参加資格確認 

入札書類受付 

②基礎審査 

③本審査 

落札者の決定

失格 

落選 

２に掲げる条件を満たしていない場合 

２に掲げる条件を満たしている場合 

３に掲げる各条件を満たしていない場合 

３に掲げる各条件を満たしている場合 

提案内容の定量化による順位付け・局内手続 

失格 

ヒアリング 
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２ 入札参加資格確認 

  入札参加資格は以下の通りとする。 

 (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「施設運転管理・

保守」に登録が認められている者であること。 

 (3)  平成 19 年 9 月 21 日（入札参加資格確認申請書締切日）から入札日までの間のいずれかの日におい

て、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく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) 当該業務の履行に関し、下記のア及びイの条件を満たすものとする。但し、共同企業体での実績は、

代表企業者である場合のみとする。 

ア 地方自治体等で下水汚泥焼却量 100 トン/日・炉以上の流動床炉運転管理業務実績を入札公告日時

点において、過去 5年間以内に 2年以上の経験を有する者。 

イ 地方自治体等で流入下水量 100,000 立方メートル/日以上相当（現有処理能力）の汚泥処理運転管

理業務実績を入札公告日時点において、過去 5年間以内に 2年以上の経験を有する者。 

 (5) 入札参加者の形態 

ア 入札に参加できる者の形態は、1者又は構成員数 2者による共同企業体とする。 

イ 共同企業体で入札に参加する者は、共同企業体の代表者となる構成員（以下「代表構成員」とい

う。）を選定しなければならず、代表構成員の出資比率は、構成員中 大でなければならない。 

ウ 構成員の 小出資比率は 30％以上とする。 

エ 共同企業体の２者とも本項の第 1 号～3 号、第 6 号、2 者で本項の第 4 号の資格要件を満たすもの

とする。 

 (6) 審査委員会の委員が属する組織、企業及び市が本事業に係るアドバイザリー契約を締結した株式会

社日本総合研究所(以下、「市関係者等」という。)、若しくは市関係者等と資本面又は人事面におい

て関連がある者でないこと。また、本件事業に関連した契約を市関係者等と締結した者でないこと。

なお、資本面もしくは人事面において関連がある者とは、次の者をいう。 

ア 市関係者等の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその総額の 100 分の 50 を

超える出資をしている者。 

イ 代表権を有する役員が、市関係者等の代表権を有する役員をかねている者。 

 

３ 基礎審査 

 入札参加資格を確認された企業は、入札書類を提出する。基礎審査として、入札価格が予定価格を下

回っていることを確認する。入札価格が予定価格を上回っているものの入札は失格とする。 

 なお、人員配置等の提案内容に対する入札価格の妥当性についても、確認の上、必要に応じて、審査

委員会事務局からの内容確認を行うことがある。 

 

４ 本審査 

本審査は、加算方式による評価を行う。 

総合評価点は 1000 点満点とし、価格に関する配点を 500 点、業務提案の質に関する配点を 500 点とす

る。 

総合評価点（1000 点満点）＝価格に関する評価点（500 点満点）＋質に関する評価点（500 点満点） 

 (1) 価格審査 

以下の計算式により価格に関する評価点を算出する。 

A 社の価格に関する評価点（500 点満点）＝（最低応札価格）／（A 社の応札価格）×500 

 

 (2) 提案評価 

質に関する評価点は、(3)に示す評価項目ごとに、(4)に示す点数化方法によって評価を行い、その

合計点として算出する。ここで、一項目でも D評価があった参加者は落選とする。 

なお、提案評価にあたり、不明点等がある場合には、審査委員会事務局からの内容確認、及び 

審査委員によるヒアリングを行うことがある。 
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 (3) 評価項目 

評価項目 評価の視点 小項目 配点 評価内容 

実施方針 汚泥資源化センターの特性や

市における本事業の位置づけ

を十分に理解しているか？ 

（安定して処理し続けるため

の考え方） 

本事業に対

する理解度 

30 ・汚泥を安定的に処理し、途切れること

なく処理し続けること 

・市や PFI 事業者と連携して消化ガス、

焼却灰を 100％有効利用すること 

人員配置計

画、資格者

の配置 

60 ・配置計画の妥当性、人数の妥当性、資

格者の配置状況等 

・配置換え時の技術力の維持（引継ぎの

考え方） 

責任者の能

力、資質 

20 責任者の経歴、保有資格、マネジメント

能力、本業務に対する理解度等 

研修、教育

の方法、体

制等 

20 従事者の研修、教育に関する取り組み等

業務実施

体制 

安定・継続的な運転管理を行

うのに十分な人員が質・量の

面で配置されているか？ 

（信頼性向上のための体制作

りの考え方。また、危機時の

会社のバックアップ体制） 

マネジメン

トシステム 

20 PDCA による運転管理方法等の改善の方

法、体制等 

水質等の管

理方法 

30 返流水水質や排ガス等の計測方法、管理

体制、性能未達時の対応方法等 

運転計画の

作成 

20 ・流入汚泥の変動に対する運転の考え

方、異常把握の方法、対応策等 

・市の計画に基づいて、具体的計画が出

来ているか 

運転管理

計画 

運転管理方法は妥当なもの

か？セルフモニタリングは機

能するか？ 

（返流水処理水のモニタリン

グと水質悪化時の対応方法。

各ユニットプロセスでのイン

ジケータの考え方） 

薬品等の調達 20 調達の考え方、調達の体制等 

定期点検に

関する提案 

30 ・PDCA サイクルによる突発的故障の 小

化が図られている。 

・日常点検の項目、頻度、実施方法等 

点検結果を

踏まえた対

応策 

40 ・PDCA サイクルによる体制ができてい

る。 

・修理の必要性の判断基準の妥当性、受

託者にて実施可能な修理の範囲等 

維持管理

計画 

維持管理の体制、実施基準、

方法等は、施設の管理を委ね

るのに適切か？ 

（同じような故障を繰り返さ

ないための点検・修理対応の

考え方） 

小破修理の

実施体制 

40 小破修理の委託先選定の考え方、委託管

理方法等 

リスク項目

と対応策 

40 地震・大雨時、送泥ポンプ･配管故障

時、電源断時、ユニットプロセス故障時

の、対応策の妥当性、対応策の実行可能

性等 

リスク管

理 

施設の特性を踏まえたリスク

項目を把握しているか？それ

に対する対応体制は適切か？ 

(地震及びユニットプロセスが

重大な故障を起こしたときの

考え方) 

緊急時の対

応 

20 事故、故障、災害発生時等の緊急時の対

応体制、迅速さ、会社としてのバックア

ップ等 

引継計画 引継期間における業務引継の

計画は妥当か？ 

引継手順、

体制等 

20 施設特性の把握方法、体制の妥当性、事

業実施計画への反映方法等 
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汚泥の減量

化 

20 汚泥減量化のための取り組みが優れてい

ること。 

省エネルギ

ー 

30 ・省エネルギーの取り組みが優れている

こと 

・電力の前年度比１％減などの取り組み

が優れていること 

環境対策 環境に配慮した計画となって

いるか？ 

（汚泥の減量化、省エネ化、

CO2 削減の取り組みの考え

方） 

ISO14001 へ

の取り組み 

20 ISO14001 への対応の考え方等。特に CO

２削減の取り組みが優れていること 

その他の

提案 

上記以外に、優れた提案があ

るか？ 

－ 20 応募者の創意工夫による追加的な提案事

項がある場合 

合計 500  

 

 (4) 加算点の点数化方法 

評価 評価の意味合い 点数化方法 

A 当該評価項目において、特に優れている （配点）×1.0 

B 当該評価項目において、優れている （配点）×0.75 

C 当該評価項目において、 低限の水準である （配点）×0.5 

D 当該評価項目において、 低限の水準を満たしていない （配点）×0.0 
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横浜市調達公告第165号 

一般競争入札の施行 
次のとおり、「都橋架替工事（その５）」ほか90件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成19年７月31日 
 

契 約 事 務 受 任 者 
横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 
１ 入札参加資格 

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

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

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

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

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

。 
(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に
１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

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

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

４ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

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

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

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

(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ICカ
ード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人によるICカ
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
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行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名
及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(3) の入札参加資格の確
認とあわせて、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）に定め
る調査を行う。 
なお、この場合の調査において、低入札要綱第４条第１項第４号の「当該契約の内容に適合した履行

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

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

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

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

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

(12) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置
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) 契約金額にかかわらず、横浜市請負工事検査事務取扱要綱第８条第２項各号に定める工種を主たる工

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

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

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

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

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

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

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

(6) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取消すことがある。 
(7) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第14条第４

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

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

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

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

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

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

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

(11) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則
、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 ０７１２０１００６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都橋架替工事（その５） 

施工場所 
泉区池の谷３９４９番地 

工事概要 

バックホウ掘削積込工２，７５８ｍ３、整地工２，０００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月３１日まで 

予定価格 ２６，０６０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９１  

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 ０７１２０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（和泉・上飯田地区）（２工区）街路整備工事 

施工場所 
泉区上飯田町１０９８番地先 

工事概要 

土工一式、ブロック積工１３２．２ｍ２、階段築造工１か所、塩ビ管布設工（Φ２５０ｍ 
ｍ、Ｌ＝１６．２ｍ）、雨水桝築造工３か所、砂利敷工１９４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 １５，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９  

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 ０７１２０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路局事業調整課管内管理用地維持工事（その２） 

施工場所 
鶴見区馬場七丁目１４５５番ほか１か所 

工事概要 

土工一式、ブロック積工４８ｍ２、アスファルト舗装工２０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 ２，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は西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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局事業調整課 電話 ０４５－６７１－２７８０  

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 ０７１２０１００７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路鴨居上飯田線（鴨居・鴨居第２地区）街路整備工事（その４）（照明工） 

施工場所 
緑区鴨居四丁目５２番地先から鴨居五丁目３１番地先まで 

工事概要 

道路照明灯建柱工３０基、引込柱建柱工４基、道路照明灯基礎工３０基、引込柱基礎工４ 
基、ハンドホール設置工８基、配線・配管工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ３０，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、建柱車を用いた電気設備工事（照明灯、道路照明設置 
工事等）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）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。）。 （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併せて 
、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３９  

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 ０７１２０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路新吉田日吉線（日吉本町地区）街路整備工事（安全施設工その２） 

施工場所 
港北区日吉本町三丁目４５番地先から日吉本町四丁目２３番地先まで 

工事概要 

安全施設工一式（制御器移設工一式、器具取付工４灯、感知器取付工２台、配線工一式  
ほか） 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 ２，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：信号設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 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 ０４５－６７１－３５２７  

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 ０７１２０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
建設課北担当管内管理事業用地維持工事（その３） 

施工場所 
建設課北担当管内一円 

工事概要 

除草工７，５００ｍ２、掘削工３０ｍ３、舗装工２５０ｍ２、防護柵設置工Ｌ＝３００ｍ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ５，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：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、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）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０４５－６７１－３５３９  

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 ０７１２０１００７５ 

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３２） 

施工場所 
栄区小菅ケ谷四丁目３２番１９号地先から３０号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，００１ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝２８ｍ、ＬＯ型側溝工Ｌ＝９０ｍ、 
区画線設置工Ｌ＝８９ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ２０，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７１２０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路横浜伊勢原線（矢部地区）街路整備工事（その１８） 

施工場所 
戸塚区戸塚町４７１１番から矢部町１５８８番まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１８０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２，８００ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 ２２，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９  

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 ０７１４０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｃ－９号上屋屋根補修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭構内 

工事概要 

棟部トップライト補修工４７４ｍ２、軒先換気口閉塞工Ｌ＝２０８ｍ 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １４，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１地区国際交流ゾーン水際線照明設備改修工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目 

工事概要 

照明塔上部ふさぎ板据付工３０台、照明塔上部照明器具移設工２３台、照明塔上部照明器 
具撤去工４８台、照明塔３種ケレン及びフッ素樹脂エナメル塗装工（３回塗り）４６０ｍ 
２／１１０台、シーリング工（ポリサルファイド系２成分形）Ｌ＝１８７ｍ、シーリング 
工（シリコン系１成分形）Ｌ＝１７６ｍ 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月１４日まで 

予定価格 ３，８６２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
杉田臨海緑地（仮称）基盤整備工事（１９－１） 

施工場所 
磯子区杉田五丁目３１番 

工事概要 

舗装撤去工１，９１６ｍ２、防砂ネットフェンス撤去工一式、仮設鋼製橋撤去工一式、整 
地工１，６７０ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月１５日まで 

予定価格 ６，８１０，０００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 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、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０４  

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 ０７１４０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜港シンボルタワー照明設備改修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭１番１６ 

工事概要 

照明器具交換工４３個、スピーカー交換工６個、配線・配管工一式 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２５日まで 

予定価格 ４，３８１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０１９９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター汚泥焼却５号炉場内整備工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地８ 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４２６ｍ、排水構造物工一式、アスファルト舗装工１，５３２ｍ２、植樹 
工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ３７，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４８  

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 ０７２１０１０２００ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事（その３） 

施工場所 
泉区上飯田町４６７２番地先から４６７９番地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工１１８か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ３７，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成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 
７月１日から平成１９年６月３０日までの間に通知された土木に係る工事の横浜市請負工 
事検査事務取扱規程第９条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条、交通局請 
負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱規程第 
１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の通知を受けた場合は、 
通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の通知を受けた場合 
は、 高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３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 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 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 ０７２１０１０２００ 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （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。）。 （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。） 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０７２１０１０２００番及び 
０７２１０１０２０１番の工事件名を併記すること。 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０７２１０１０２０１番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号０７２１０１０２００番及び０７２１０１０２０１ 
  番の合計金額を契約番号０７２１０１０２００番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０７２１０１０２００番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を   
  記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７２１０１０２０１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事（その３）に伴う付帯工事 

施工場所 
泉区上飯田町４６７２番地先から４６７９番地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝５７１．８ｍ、１８４か所） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０７２１０１０２００番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０７２１０１０２００番に記載する。 

提出書類 

契約番号０７２１０１０２００番に記載する。 

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３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 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０７２１０１０２００番の工事と合併入札を行う。 
なお、その他の注意事項については、契約番号０７２１０１０２００番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 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 ０７２１０１０２０２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区戸塚区鳥が丘地区下水道再整備工事（その７） 

施工場所 
戸塚区鳥が丘５６番１地先から５９番２０地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝４４１ｍ、１２６か所） 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 ２６，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３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 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０２０３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
樽町ポンプ場ポンプ室等改築工事（換気設備工事） 

施工場所 
港北区樽町三丁目９番１１号 

工事概要 

換気設備改修工一式、衛生設備改修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２６日まで 

予定価格 ９，８３９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９８０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０２０４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旧住友邸庭園建物周辺基盤整備工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町８０番１ 

工事概要 

基盤整備工（敷地造成工）、高木移植工（立曳き工法、ケヤキ移植２本）、中低木移植工 
、樹木養生工、樹木整姿工 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月３１日まで 

予定価格 ３５，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）特記仕様書において移植の工法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 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

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 ０７２１０１０２０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢ポンプ場二次冷却水ポンプ等修理工事 

施工場所 
金沢区海の公園８番地ほか１か所 

工事概要 

渦巻ポンプ分解修理工１台、水中ポンプ分解修理工１台、渦巻ポンプ製作・据付３台、雑 
排水ポンプ製作・据付１台、配管工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ９，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置するこ
と。 
当該技術者は開札日において、（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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７３－３０９６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０２０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部処理区汲沢地区下水道整備工事（その８９） 

施工場所 
戸塚区汲沢町１３１５番地先から１３３５番地先まで 

工事概要 

組立柵渠改修工Ｌ＝２０５．３ｍ 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２８日まで 

予定価格 １１，１２０，０００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、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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

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 ０７２１０１０２０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区飯島地区下水道整備工事（その３２） 

施工場所 
栄区飯島町１６４１番地先から１７５７番地先まで 

工事概要 

組立柵渠改修工Ｌ＝３４５．８ｍ 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 １７，０５０，０００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 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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２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 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－４３１５  

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 ０７２１０１０２０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１１） 

施工場所 
港北区篠原町１５３３番４地先から１５３４番地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ～Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝５０．１ｍ）、塩ビ取付管布設工（Φ 
１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝６．６ｍ、３か所） 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月１４日まで 

予定価格 ８，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）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 ０４５－６７１－４３１３  

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 ０７２１０１０２１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区中里地区下水道再整備工事（その６） 

施工場所 
港南区 戸一丁目７番地先から１５番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝１６４．４ｍ）、管きょ更生工（Φ 
２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝１５６．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ３６，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３  

契約担当課 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 ０７２１０１０２１２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
玄海田公園中央入口広場整備工事（電気設備） 

施工場所 
緑区長津田みなみ台三丁目１番 

工事概要 

受変電設備工一式、幹線設備工一式、弱電設備工一式、高圧引込設備工一式、外灯設備工 
一式、屋外弱電設備工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月１９日まで 

予定価格 ３６，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２１０１０２１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南台西公園ほか４１公園時計整備工事 

施工場所 
港南区港南台四丁目３４番ほか４１か所 

工事概要 

公園時計設置工４２台、基礎工５基 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月２０日まで 

予定価格 ７，０５７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７２２０１００２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭工場火格子駆動装置補修工事 

施工場所 
旭区白根二丁目８番１号 

工事概要 

油圧シリンダー整備工一式、油圧ポンプ整備工一式、火格子冷却水循環装置整備工一式 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月 ５日まで 

予定価格 ４，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：焼却設備工事又はその他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 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 資源循環局旭工場 電話 ０４５－９５３－４８５１  

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 ０７２２０１００２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見工場ごみピット漏水補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地 

工事概要 

グラスウール吸音材撤去工、漏水箇所及び周囲の高圧洗浄、漏水箇所施工数量調査、漏水 
箇所補修工、グラスウール吸音材新設工 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２１日まで 

予定価格 ５，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１６  

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 ０７２２０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚事務所舗装補修工事 

施工場所 
戸塚区川上町４１５番８ 

工事概要 

アスファルト舗装工１８０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝７０ｍ 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 １，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４１  

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 ０７２２０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東本郷排水処理施設電気設備補修工事 

施工場所 
緑区東本郷町７４番地 

工事概要 

低圧切替工一式、キュービクル撤去工一式、コンセント増設工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月１８日まで 

予定価格 １，２７２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４４  

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 ０７２４０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
生麦運河係留施設安全対策工事 

施工場所 
鶴見区生麦四丁目３２番地先 

工事概要 

エキスパンドフェンス（Ｈ＝２，０００ｍｍ）設置工Ｌ＝１６４ｍ、転落防止柵（Ｈ＝ 
１，２００ｍｍ）設置工Ｌ＝１３７ｍ、門扉（Ｈ＝２，０００ｍｍ、Ｗ＝４，０００ｍｍ 
）設置工１基、車止め（Ｈ＝８５０ｍｍ）設置工３本 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月１０日まで 

予定価格 ６，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 都市整備局地域まちづくり課 電話 ０４５－６７１－２７０４  

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 ０７２７０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都田小学校放課後キッズクラブ事業整備工事 

施工場所 
都筑区池辺町２８３１番地 

工事概要 

１階はまっ子スクールをキッズクラブ（１）に改造、１階郷土資料館をキッズクラブ（２ 
）に改造、渡り廊下のたたき改修工、１階階段前簡易仕切設置工、通用門インターホン設 
置工 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月１６日まで 

予定価格 ８，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０４５－６７１－２９６８  

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 ０７２９０１００１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市南部市場水道メーター更新工事 

施工場所 
金沢区鳥浜町１番地１ 

工事概要 

水道メーター設置工１５９台、止水弁設置工８台 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月１７日まで 

予定価格 ８，５３６，２００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 経済観光局運営課 電話 ０４５－７７９－２００９  

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 ０７３１０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

切削オーバーレイ工６００ｍ２、アスファルト舗装工１，０４０ｍ２、路盤工８００ｍ２ 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 １２，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１  

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 ０７３１０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

切削オーバーレイ工７００ｍ２、アスファルト舗装工１，０５０ｍ２、路盤工９１０ｍ２ 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 １３，１６０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１  

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 ０７３２０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１１０ｍ、雨水桝築造工６か所、小型重力式擁壁工５．６ｍ３、アスファ 
ルト舗装工５５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 ９，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７３３０１００１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西区北幸一丁目地内ほか１か所道路植栽工事 

施工場所 
西区北幸一丁目４番地先から北幸二丁目６番地先まで（彫刻通り）ほか１か所 

工事概要 

高木植栽工（ヤマモモ５本）、低木植栽工（アセビ６００本） 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 ３，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７３３０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内道路整備工事（その２） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝２６ｍ、雨水桝築造工８か所、小型重力式擁壁工（Ｈ＝０．５ｍ～１ｍ、 
Ｌ＝８０ｍ）、間知ブロック積工（Ｈ＝２．５ｍ、Ｌ＝１０ｍ）、アスファルト舗装工 
３６０ｍ２、インターロッキングブロック設置工１００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１７日まで 

予定価格 １３，８５０，０００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 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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７３３０１００１５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道高島台第９４号線歩道整備工事 

施工場所 
西区北幸一丁目１番地先から神奈川区鶴屋町３丁目３２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工６７０ｍ２、インターロッキングブロック設置工１８４ｍ２、Ｌ型側 
溝工Ｌ＝５１ｍ、区画線設置工Ｌ＝６６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２８日まで 

予定価格 １３，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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、西区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０７３３０１００１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西区戸部本町地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
西区戸部本町２４番地先から戸部町７丁目２２５番地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，０１１ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝９０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２５日まで 

予定価格 １６，８５０，０００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 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、西区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０７３３０１００１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西区ふれあい歩道橋橋面舗装修繕工事 

施工場所 
西区平沼一丁目４番地先から高島二丁目２番地先まで 

工事概要 

透水性ゴムチップ舗装工３００ｍ２、ゴムチップ弾性ブロック敷設工３０ｍ２、橋面防水 
工３３０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ９，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：滑り止め舗装工事】 

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 

 

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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７３４０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内公園施設修繕工事（その２） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２８日まで 

予定価格 １，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３５０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内下水道修繕工事（その３） 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２４か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝５７ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝６ｍ）、雨水桝修繕工３か所、インバート修繕工２か所 
、足掛け金物修繕工５か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １０，４９０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４  

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



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 19 年７月 31 日発行 

                                                    

                        54

 

契約番号 ０７３７０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区常盤台地内組立歩道補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区常盤台４２番地先 

工事概要 

組立歩道撤去工８０ｍ、組立歩道組立据付工８０ｍ、防水工１８３ｍ２、ゴムチップ舗装 
工１８３ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２５日まで 

予定価格 １１，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３７０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
環状２号線保土ケ谷区川島町地内舗装補修工事（夜間切削） 

施工場所 
保土ケ谷区川島町６８３番地先から７８５番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，６２０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，８２７ｍ ほか 

工期 契約締結の日から３０日間 

予定価格 ４４，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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、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）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３８０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区笹野台三丁目地内私道整備工事 

施工場所 
旭区笹野台三丁目４３番１５号地先 

工事概要 

擁壁工８．２７ｍ３、階段築造工一式、手すり設置工一式、アスファルト舗装工３０ｍ２ 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月 ２日まで 

予定価格 ２，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３８０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区市沢町地内ほか２か所舗装補修工事（その２） 

施工場所 
旭区市沢町１６６番地先から１７８番地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，３０５ｍ２、区画線設置工Ｌ＝９５７ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月 ７日まで 

予定価格 １７，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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、旭区内又は泉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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３８０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区白根六丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区白根六丁目１１番地先から５５番地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，０１７ｍ２、路盤工４１７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月２７日まで 

予定価格 １４，１９０，０００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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３８０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区市沢町地内舗装補修工事 

施工場所 
旭区市沢町５８３番地先から６１２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，２６０ｍ２、路盤工１０４ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝２０２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １０，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３  

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



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 19 年７月 31 日発行 

                                                    

                        60

 

契約番号 ０７３９０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内下水道修繕工事（その３） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工３２か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝４２ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１７ｍ）、雨水桝修繕工３か所、インバート修繕工４か 
所、足掛け金物修繕工１０か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 １２，１５０，０００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 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、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７３９０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内下水道修繕工事（その４） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工３４か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝４９ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１６ｍ）、雨水桝修繕工２か所、インバート修繕工３か 
所、足掛け金物修繕工１０か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 １２，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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、中区内、磯子区内又は金沢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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４００１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内公園施設修繕工事（その４） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３０日まで 

予定価格 ７，５４０，０００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 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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５  

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 ０７４００１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内下水道修繕工事（その６） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２１か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝４５ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝３０ｍ）、雨水桝修繕工５か所、インバート修繕工６か 
所、足掛け金物修繕工１０か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １１，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５  

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 ０７４１０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区鳥山町地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
港北区鳥山町２９２番地先から７９３番地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，４７３ｍ２、路盤工２，４６４ｍ２、区画線設置工Ｌ＝４３０ｍ 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 １３，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４１０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区新羽町地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
港北区新羽町１６５番地先から１１０５番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，２１６ｍ２、路盤工１，２１６ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝１０ｍ ほ 
か 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １０，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４１０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工６１０ｍ２、路盤工６１０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２０日まで 

予定価格 １１，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

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



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 19 年７月 31 日発行 

                                                    

                        67

 

契約番号 ０７４１０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内あんしんカラーベルト設置工事 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝１，４７０ｍ、溶融噴射式路面カラー舗装工３００ｍ２、区画線消去工 
Ｌ＝５３０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２５日まで 

予定価格 ２，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 ４，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 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 ０７４３０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工１，１２０ｍ２、路盤工１，１２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １２，７６０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内、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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７４３０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区美しが丘西三丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目１２番地先から４４番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１５０ｍ２、路盤工２，１５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から７５日間 

予定価格 １２，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７４３０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区榎が丘地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
青葉区榎が丘２７番地先から２５番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，７８８ｍ２、路盤工２，７８８ｍ２、区画線設置工Ｌ＝３３２ｍ 
 ほか 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 １３，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 ０７４４０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月２８日まで 

予定価格 ２，８５０，０００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 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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４５０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内下水道修繕工事（その６） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２１か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝２３ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１２ｍ）、雨水桝修繕工４か所、インバート修繕工２か 
所、足掛け金物修繕工８か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２０日まで 

予定価格 ９，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４  

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 ０７４６０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内公園施設修繕工事（その２） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月３１日まで 

予定価格 ４，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４７０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道阿久和鎌倉（立場地区）道路改良工事 

施工場所 
泉区和泉町４０３９番地先から４０２７番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工７６３ｍ２、ＬＯ型側溝工Ｌ＝１７１．２ｍ、区画線設置工Ｌ＝ 
３，４６７ｍ ほか 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 ４６，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、中区内、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。 
（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）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３５  

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 39 号 平成 19 年７月 31 日発行 

                                                    

                        76

 

契約番号 ０７４７０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区和泉町地内ほか３か所安全施設設置工事 

施工場所 
泉区和泉町５８６１番地先から５９９３番地先までほか３か所 

工事概要 

横断防止柵設置工Ｌ＝４４０ｍ、ガードパイプ設置工Ｌ＝２７５ｍ、自発光式視線誘導標 
設置工２６本、縁石鋲設置工７５０個、中央分離帯ブロック塗装工４８ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 １６，９７０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成１８年度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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３５  

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 ０７４７０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内道路整備工事（その５） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

ＬＵ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝６０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、集水桝築造工 
５か所、小型重力式擁壁工（Ｈ＝０．５ｍ、Ｌ＝３０ｍ）、アスファルト舗装工２６０ｍ 
２ 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ９，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３５  

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 ０７４７０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内道路整備工事（その６） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

ＬＵ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝８０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、集水桝築造工 
５か所、小型重力式擁壁工（Ｈ＝０．５ｍ、Ｌ＝１０ｍ）、アスファルト舗装工４５０ｍ 
２ 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 １０，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３５  

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 ０７４７０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区中田南五丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
泉区中田南五丁目３８番１４号から５６番３号までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，５４０ｍ２、路盤工１，５４０ｍ２、ＬＵ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、 
区画線設置工Ｌ＝３８ｍ ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １１，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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、戸 
塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４  

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 ０７４７０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道名瀬第２４１号線舗装補修工事 

施工場所 
泉区岡津町２４１４番地先から戸塚区名瀬町２１３９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，４７３ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，８７０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月２０日まで 

予定価格 １５，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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、戸 
塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３５  

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 ０７４７０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区弥生台地内舗装補修工事 

施工場所 
泉区弥生台１８番１６地先から２５番１地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，９７３ｍ２、路盤工３，９７３ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝１４ｍ、区 
画線設置工Ｌ＝５０７ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 ２１，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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、戸 
塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４  

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 ０７４７０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区中田町地内舗装補修工事 

施工場所 
泉区中田町２９５３番地先から３４４４番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３３０ｍ２、ＬＵ型側溝工Ｌ＝１２０ｍ、区画線設置工Ｌ＝ 
５００ｍ 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 ２６，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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、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）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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４  

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 ０７４８０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区内街路樹補植工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和東四丁目３６番地先から阿久和東三丁目２５番地先まで（瀬谷区原小学校通り）
ほか 

工事概要 

補植工（オオムラサキツツジ３３０本、ツツジ２８０本）、植栽工（サツキ４００本） 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月２０日まで 

予定価格 １，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区阿久和南地内私道対策受託下水道工事（１９－１） 

施工場所 
瀬谷区阿久和南一丁目２７番１地先から２７番１６地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ、Ｌ＝８２ｍ）、塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝ 
１５．９ｍ、７か所） 

工期 契約締結の日から平成１９年１１月３０日まで 

予定価格 ６，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内下水道修繕工事（その２） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２５か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝２３ｍ）、 
本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝２３ｍ）、雨水桝修繕工５か所、インバート修繕工２か 
所、足掛け金物修繕工５か所 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 ９，４３０，０００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 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９・２０年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区阿久和南三丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和南三丁目３７番地先ほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３２６ｍ２、路盤工１，３２６ｍ２、切削オーバーレイ工９１４ 
ｍ２、区画線設置工Ｌ＝５２２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １６，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７４８０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６５０ｍ２、路盤工１５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月１５日まで 

予定価格 １１，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上白根中学校屋内運動場改修その他工事（衛生設備工事） 

施工場所 
旭区上白根町８６８番地 

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造（一部ＲＣ造）、地上２階建、延床面積６５６．８１ｍ２）、付 
帯施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積８４．００ｍ２）、ミーティングルーム増築工（ 
Ｓ造、平屋建、延床面積２０．００ｍ２）、器具庫増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積 
３４．８７ｍ２）、渡り廊下増築工（Ｓ造、平屋建）、屋外体育倉庫増築工（２棟、Ｓ造 
、平屋建、延床面積６４．８０ｍ２）、既存校舎改修工一式 ほかの建築工事に伴う衛生 
設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ４，９６７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者、又は平成１７年 
７月１日から平成１９年６月３０日までの間に通知された管に係る工事の横浜市請負工事 
検査事務取扱規程第９条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条、交通局請負 
工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱規程第 
１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の通知を受けた場合は、 
通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の通知を受けた場合 
は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者であること。 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９  

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

 



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 19 年７月 31 日発行 

                                                    

                        89

契約番号 ０７７１０１０１１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東希望が丘小学校屋内運動場改修その他工事（衛生設備工事） 

施工場所 
旭区東希望が丘１５５番地 

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造（一部ＲＣ造）、地上２階建、延床面積４８０．００ｍ２、付帯 
施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積６８．０８ｍ２）、器具庫増築工（Ｓ造、平屋建、 
延床面積４９．２８ｍ２）、外構工一式 ほかの建築工事に伴う衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ４，６４９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西本郷小学校屋内運動場改修その他工事（衛生設備工事） 

施工場所 
栄区小菅ケ谷二丁目２２番１号 

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造（一部ＲＣ造）、地上２階建、延床面積４９４．３２ｍ２）、付 
帯施設増築及び改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積９６．４６ｍ２）、器具庫増築工（Ｓ造 
、平屋建、延床面積２７．６ｍ２）、外構工一式 ほかの建築工事に伴う衛生設備工事一 
式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ４，２７４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８  

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 ０７７１０１０１２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
城郷小学校昇降機室増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
港北区鳥山町８１４番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積４９．７０ｍ２）、多目的トイレ改 
修工（２系統３か所）、既存校舎改修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ４７，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ８月１７日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２２日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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  
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契約番号 ０７７１０１０１２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岡津小学校ほか３校維持補修工事 

施工場所 
泉区岡津町２３１１番ほか３か所 

工事概要 

遊具改修工一式、Ｌ型側溝工Ｌ＝６１ｍ、雨水桝築造工５か所、砕石スクリーニングス舗 
装工４０３ｍ２、アスファルト舗装工１１０．６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ７，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鴨志田第一小学校ほか３校維持補修工事 

施工場所 
青葉区鴨志田町８０５番地の６ほか３か所 

工事概要 

遊具改修工一式、レンガ積工（Ｈ＝０．４ｍ、Ｌ＝１５．５ｍ）、砕石スクリーニングス 
舗装工３４０ｍ２、汚水桝設置工５か所、塩ビ管布設工（Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝６６ｍ）  
ほか 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 １２，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西柴小学校ほか１校維持補修工事 

施工場所 
金沢区西柴四丁目２３番１号ほか１か所 

工事概要 

水田築造工一式、百葉箱設置工１基、擁壁補修工Ｌ＝１０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ２，１９０，０００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、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
城郷小学校昇降機室増築その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
港北区鳥山町８１４番地 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（マシンルームレス、定格積載量７５０ｋｇ、定格速度 
４５ｍ／分、定員１１人、乗用（車椅子兼用及び視覚障害者兼用）） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １０，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請として 
の施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 ０７７１０１０１２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
榎が丘小学校昇降機室増築その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
青葉区榎が丘２９番地 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（マシンルームレス、定格積載量７５０ｋｇ、定格速度 
４５ｍ／分、定員１１人、４停止、乗用福祉型）、斜行型段差解消機設置工２基 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ２９，３１０，０００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 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請として 
の施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）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。）。 （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併せて 
、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 

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

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５  

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 ０７７１０１０１２９ 

工事件名 
榎が丘小学校昇降機室増築その他工事（昇降機設備工事） 

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、配置する主任 
  技術者又は監理技術者は、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。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７７１０１０１３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
汐見台小学校屋内運動場改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
磯子区汐見台３丁目６番地 

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造（一部ＲＣ造）、地上２階建、延床面積５４３．８０ｍ２）、付 
帯施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積２２１．４１ｍ２）、ミーティングルーム増築工 
（Ｓ造、平屋建、延床面積２１．１７ｍ２） ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １４，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 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 ０７７１０１０１３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東希望が丘小学校屋内運動場改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
旭区東希望が丘１５５番地 

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造（一部ＲＣ造）、地上２階建、延床面積４８０．００ｍ２、付帯 
施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積６８．０８ｍ２）、器具庫増築工（Ｓ造、平屋建、 
延床面積４９．２８ｍ２）、外構工一式 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １２，８７０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 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 ０７７１０１０１３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
さわの里小学校屋内運動場改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
磯子区上中里町５４８番地 

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造（一部ＲＣ造）、地上２階建、延床面積５５５．８４ｍ２）、付 
帯施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積１２１．８０ｍ２）、器具庫増築工（Ｓ造、平屋 
建、延床面積２７．４５ｍ２）、外構工一式、敷地内倉庫整備工一式 ほかの建築工事に 
伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １４，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者、又は平成１７年 
７月１日から平成１９年６月３０日までの間に通知された電気に係る工事の横浜市請負工 
事検査事務取扱規程第９条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条、交通局請 
負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱規程第 
１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の通知を受けた場合は、 
通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の通知を受けた場合 
は、 高点のものを対象とする。）の評定点が８０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設 
備部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 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 ０７７１０１０１３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
長津田小学校屋内運動場改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
緑区長津田町２３３０番地 

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造（一部ＲＣ造）、地上２階建、延床面積５４４．４９ｍ２）、器 
具庫増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積２０．０１ｍ２）、防災備蓄庫整備工（Ｓ造、平屋 
建、延床面積２８．００ｍ２）、渡り廊下改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積１３１．４０ 
ｍ２）、車いすトイレ改修工（プール棟１階、延床面積４．９３ｍ２）、プール棟出入口 
段差改修工 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２０日まで 

予定価格 １２，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者、又は平成１７年 
７月１日から平成１９年６月３０日までの間に通知された電気に係る工事の横浜市請負工 
事検査事務取扱規程第９条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条、交通局請 
負工事検査事務取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱規程第 
１０条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の通知を受けた場合は、 
通知された月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の通知を受けた場合 
は、 高点のものを対象とする。）の評定点が８０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設 
備部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 ０４５－６７１－２９７７  

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 ０７７１０１０１３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
城郷小学校昇降機室増築その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
港北区鳥山町８１４番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積４９．７０ｍ２）、多目的トイレ改 
修工（２系統３か所）、既存校舎改修工一式 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ３，９７４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 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 ０７７１０１０１３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
榎が丘小学校昇降機室増築その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
青葉区榎が丘２９番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上４階建、延床面積４８．９８ｍ２）、既存校舎及び既 
設外構改修工一式 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 １０，６００，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２３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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水道局調達公告第39号 

一般競争入札の施行 

次のとおり、「鶴ヶ峰幹線口径１０００ｍｍ送水管新設工事（その１）」ほか19件の工事について、一般

競争入札を行う。 

平成19年７月31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

水 道 局
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契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

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

札がないときは、当該入札を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

札 

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

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

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

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

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

ICカードを用いて行った入札 

５ 低制限価格制度適用案件における入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(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、
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入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

まで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

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

いとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

に定める調査を行う。 

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

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

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

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

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

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

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

者としないものとする。 

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

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

する。 

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

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

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

の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

ら第29条までの規定よる。 

８ 契約金の支払方法 

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

回数に含まない。 

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取消すことがある。 

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

条第４項に定めるとおりとする。 

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

止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

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

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

綱第４条第１項第１号に該当した場合（ただし、不備等がある場合を除く。） 

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

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

定された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

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

留郵便により郵送又は横浜市水道局管財部契約課まで持参しなければならない。 

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

市のホームページを参照すること。 

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

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

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

。 
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契約番号 ０７５２０１０３４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ヶ峰幹線口径１０００ｍｍ送水管新設工事（その１） 

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町一丁目３２番８号先から二丁目３９番１号先まで 

工事概要 

刃口推進工（ＤＩＰ－ＵＳφ１，０００ｍｍ：１６３ｍ）一式、シールド工（仕上り内径φ 
１，５００ｍｍ：７３８ｍ、 小曲線半径１０ｍ）一式、立坑築造工（柱列式地下連続壁工 
φ１，１００ｍｍ×３５ｍ：３６セット、ライナープレート掘削土留工）一式ほか 

工期 契約締結の日から９００日間 

予定価格 １，２１７，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（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 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１。工事経験欄にシールド工法の種類 
、仕上り内径、施工延長及び 小曲線半径を記入すること。） （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（工事内容欄にシールド工法の種類、仕上り内 
径及び施工延長を記入し、併せてその実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類 
を添付すること。） （４）総合評定値通知書（開札日において有効かつ 新のもの）の 
写し （５）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 
平成１９年 ８月 ３日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 
（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２８日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２９日（水）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局建設課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０３４３ 

工事件名 
鶴ヶ峰幹線口径１０００ｍｍ送水管新設工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額 
の１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という。） 
の出資比率が、その共同企業体構成員中 大であること。 
（４）開札日において、構成員の平成１９・２０年度工事請負等入札参加資格審査申請に 
おける登録工種の土木に係る工事 高請負実績の元請金額の合計が、７６６，８７３，８ 
００円以上であること。 
（５）構成員の組み合わせは、前頁の入札参加資格のほか、次のア代表構成員の資格要件 
をすべて満たす者とイ第２位構成員の資格要件をすべて満たす者による組み合わせである 
こと。 
※施工実績及び技術者の施工経験はいずれも平成８年４月１日以降に完成したもの（当該 
施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のもの 
）に限る。 
ア 代表構成員の資格要件 
（ア）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項に定める経営事項審 
査（以下「経審」という。）の総合評定値通知書（本件工事の開札日において有効かつ  
新のもの。以下同じ。）における土木一式の総合評定値が１，２００点以上であること。 
（イ）仕上り内径１，２００ｍｍ以上の密閉型シールド工事の元請としての施工実績を有 
すること。 
（ウ）前頁の技術者は、 小曲線半径６０ｍ以下の施工箇所を含む密閉型シールド工事の 
元請としての施工経験を有すること。 
イ 第２位構成員の資格要件 
（ア）経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が９５０点以上であること 
。 
（イ）仕上り内径１，２００ｍｍ以上の密閉型シールド工事の元請としての施工実績を有 
すること。 
（ウ）前頁の技術者は、密閉型シールド工事の元請としての施工経験を有すること。 
 
 
【注意事項】 
（１）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（５）共同企業体 
協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文９（９）を参照 
）。 
（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） 
（３）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８月９日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０３４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業用水道 鶴ヶ峰沈殿池等耐震補強工事（その２） 

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町三丁目２８番２号 

工事概要 

耐震補強工（分水井：１池（既設Ｈ鋼防護）、沈殿池（混和池含）：２池（ＲＣ補強梁、 
せん断補強筋）、ストレーナ室（ＲＣ補強梁、壁増厚）ほか）、傾斜板撤去・設置工一式 
ほか 

工期 契約締結の日から１９０日間 

予定価格 ８１，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、上水道事業又は工業用水道事業 
の沈殿池に係る築造工事又は改良工事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）水道施設工事業に係る建設業の許可を有すること。 

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）施工実績調書、及び施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等 
）。 

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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

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８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 

工事担当課 水道局工業用水課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０３４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部工事担当管内試掘工事 

施工場所 
市内一円 

工事概要 

試掘工（幅０．８ｍ、深さ１．５ｍ：４４０ｍ）一式、路面復旧工（アスファルト表層工 
１，１５６ｍ２、アスファルト中間層９２ｍ２、アスファルト基層３６９ｍ２、アスファル 
ト安定処理３８２ｍ２）一式 

工期 契約締結の日から１４０日間 

予定価格 ３３，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １０時４０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８月７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 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部工事課管内試掘工事 

施工場所 
市内一円 

工事概要 

試掘工（幅０．８ｍ、深さ１．５ｍ：４４０ｍ）一式、路面復旧工（アスファルト表層工 
１，１５５ｍ２、アスファルト中間層９２ｍ２、アスファルト基層３６８ｍ２、アスファル 
ト安定処理３８１ｍ２）一式 

工期 契約締結の日から１４０日間 

予定価格 ３３，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８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８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０３４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
環状幹線口径１８００ｍｍ不断水バルブ設置ほか１か所に伴う試掘工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和南三丁目１２番地の２先ほか１か所 

工事概要 

試掘工一式、土留工（ライナープレート円形φ２，０００ｍｍ：２か所）一式、路面復旧工 
一式 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １４，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年８月７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 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０７５２０１０３４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
メンテナンスフリー・ターフ実験場整備工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

植栽工（地被類植栽２，４４８鉢）一式、植樹工（低木４９５本）一式、張芝工（高麗芝 
６３ｍ２ほか）一式、盛土法面整形工一式、防草シート工一式ほか 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ５，７６０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８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８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局小雀浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ケ峰ポンプ場設備改良工事（その１）［機器製作］ 

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町二丁目３９番１号 

工事概要 

自動制御・計装装置製作一式、工業計器類製作（伝送器類３台、電磁流量計変換器１台） 
一式ほか 

工期 契約締結の日から２００日間 

予定価格 １３２，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上水道事業又 
は工業用水道事業における浄水場又はポンプ場、若しくは類似施設（下水道施設等）の監 
視制御設備に係る設置又は改良工事の元請実績を有するもの。 
（２）本工事において製作・設置する監視制御設備について、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）、（２）の条件を有すること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内での他の同 
種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３４９ 

工事件名 
鶴ケ峰ポンプ場設備改良工事（その１）［機器製作］ 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
）。 
（３）【入札参加資格その他】の（１）について、施工実績調書並びに施工内容の確認で 
きる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。 
（４）【入札参加資格その他】の（２）について、正従業員数（設計・製造・検査業務従 
事者及び設計部署・設計技術者数）及びアフターサービス体制が確認できる組織表等。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０３５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場１系ろ過池太陽光発電設備設置工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

太陽電池モジュール（５０ｋＷ）一式、パワーコンディショナ（５０ｋＷ、１面）一式、 
覆蓋（５池分）一式ほか 

工期 契約締結の日から１６０日間 

予定価格 １３１，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

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８年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼働実績のある出力３０ｋＷ以上の太陽光 
発電設備の新設工事の元請としての施工実績を有すること（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。）。 

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）施工実績調書（工事内容欄に設備に関する能力、納入年月等を記入すること。）、 
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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １１時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内での他の同 
種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
朝比奈分水池計装設備改良工事 

施工場所 
栄区上郷町１，５６３番地 

工事概要 

機器製作・据付（自動制御・計装盤１面、受電盤１面ほか）一式、配管工一式、配線工一 
式、試験調整一式ほか 

工期 契約締結の日から２００日間 

予定価格 ７６，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８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８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内での他の同 
種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

工事担当課 水道局設備課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５１ 

工事件名 
朝比奈分水池計装設備改良工事 

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）について、施工実績調書並びに施工内容の確認で 
きる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。 
（４）【入札参加資格その他】の（２）について、正従業員数（設計・製造・検査業務従 
事者及び設計部署・設計技術者数）及びアフターサービス体制が確認できる組織表等。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０３５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場３系沈殿池傾斜板修繕 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

傾斜板製作一式、懸架支持材製作一式、傾斜板型沈降装置据付一式ほか 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ２４，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 市内、準市内又は市外 

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８年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上水道事業又 
は工業用水道事業における浄水場又はポンプ場、若しくは類似施設（下水道施設等）の傾 
斜板設備に係る設置又は改良工事の元請実績を有するもの。 
（２）本工事において製作・設置する傾斜板設備について、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）、（２）の条件を有すること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）配置する技術者は、当工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内での他の同 
種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 

工事担当課 水道局小雀浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５２ 

工事件名 
小雀浄水場３系沈殿池傾斜板修繕 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

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



横浜市報調達公告版 

                                第 39 号 平成 19 年７月 31 日発行 

                                                    

                        122

契約番号 ０７５２０１０３５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北線口径７００ｍｍ配水管改良工事 

施工場所 
港北区新横浜三丁目１番地の９先から５番地先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：２６ｍ、ＤＩＰ‐ＫＦφ７００ｍｍ：１５ｍ 
ほか）一式、管挿入工（ＤＩＰ‐ＰⅡφ７００ｍｍ：３４９ｍ）一式、配水管撤去工一式 
、路面復旧工一式ほか 

工期 契約締結の日から１９０日間 

予定価格 １３３，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 ９時２０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８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５３ 

工事件名 
港北線口径７００ｍｍ配水管改良工事 

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 ０７５２０１０３５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
田谷線から上倉田線口径９００ｍｍ配水管新設工事（その８） 

施工場所 
栄区小菅ケ谷一丁目４番５号先から小菅ケ谷一丁目４番９号先までほか１か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐Ｓ・ＫＦφ９００ｍｍ：２５０ｍほか）一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１７０日間 

予定価格 １２５，１２０，０００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 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８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ 
ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出 
資比率が２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１４年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管 
布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８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８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５５ 

工事件名 
田谷線から上倉田線口径９００ｍｍ配水管新設工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１４年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（４）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（ 
当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０７５２０１０３５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野庭線口径７００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港南区港南台六丁目１番１号先から１番４８号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐Ｓ・ＫＦφ７００ｍｍ：４６３ｍ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１７０日間 

予定価格 １０９，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

※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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午後 １時５０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８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５４ 

工事件名 
野庭線口径７００ｍｍ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８年４ 
月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径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７月１日から平成１９年６月３０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、横浜市請負工事検査事務取扱規 
程第９条、横浜市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）。 
（４）【入札参加資格その他】の（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０３５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
白幡向町ほか２か所口径１００から２００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
神奈川区白幡向町１２番１６号先から西大口１１４番地先までほか２か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４０６ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：４２ 
３ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：１５０か所、φ５０ｍｍ：３３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１９０日間 

予定価格 ９１，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

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８月７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 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５６ 

工事件名 
白幡向町ほか２か所口径１００から２００ｍｍ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８年４ 
月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径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７月１日から平成１９年６月３０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、横浜市請負工事検査事務取扱規 
程第９条、横浜市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）。 
（４）【入札参加資格その他】の（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０７５２０１０３５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岸根町口径３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港北区岸根町４１３番地の１先から篠原町１，１２９番地先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：３２８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２２か所、φ５０ｍｍ：１３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１９０日間 

予定価格 ８５，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８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８月７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 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５７ 

工事件名 
岸根町口径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 ０７５２０１０３５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北寺尾一丁目ほか２か所口径１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
鶴見区北寺尾一丁目３番１７号先から１０番２０号先までほか２か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４０３ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：１９ 
３ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：５８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１４０日間 

予定価格 ５４，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １０時２０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８月７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 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５８ 

工事件名 
北寺尾一丁目ほか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 ０７５２０１０３７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本村町口径１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
旭区本村町４２番地の１７先から５１番地の１先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：２２７ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：５０か所、φ５０ｍｍ：１３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２００日間 

予定価格 ５２，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １１時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成１９年８月７日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３７０ 

工事件名 
本村町口径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 ０７５２０１０３５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中丸ほか２か所口径１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
神奈川区中丸１４番地の１先から２０番地の６先までほか２か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４６８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：５７か所、φ５０ｍｍ：１１か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ４１，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

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８月７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 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３５９ 

工事件名 
中丸ほか２か所口径１００ｍｍ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 ０７５２０１０３６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日吉本町六丁目ほか３か所口径１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港北区日吉本町六丁目３９番１２号先から４１番４号先までほか３か所 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：５０４ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：３２か所、φ５０ｍｍ：１６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１１０日間 

予定価格 ４０，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８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８月７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 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３６０ 

工事件名 
日吉本町六丁目ほか３か所口径１００ｍｍ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 ０７５２０１０３６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川和町口径１００から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
都筑区川和町１，２３６番地の１先から富士見が丘１７番１号先まで 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：７５６ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２か所、φ５０ｍｍ：２か所）一式、配水管撤去工一式 

工期 契約締結の日から１６５日間 

予定価格 ２８，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成１９年 ８月２０日（月）午前 ９時００分から 
平成１９年 ８月２７日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ８月２８日（火）午前 １１時２０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８月７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 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０７５２０１０３６１ 

工事件名 
川和町口径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。 

 


