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第 41 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

【調達公告】 
△ 一般競争入札の施行 

  （市道菊名第６３号線ほか歩道整備工事」ほか 16 件）････････････････････････････････････････２ 
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （胃がん検診車 １台の借入）･････････････････････････････････････････････････････････････25 

△ 特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････27 

 

【水道局】 

△ 特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････28 

 

【交通局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

（軽油（１０月～１２月分）第１ブロック 約 1,220キロリットルの購入 ほか３件）･･･････････29 
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横浜市調達公告第167号 

一般競争入札の施行 
次のとおり、「市道菊名第６３号線ほか歩道整備工事」ほか16件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成19年８月７日 
 

契 約 事 務 受 任 者 
           横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 
 

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

て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

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

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

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

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

。 
(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

４ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

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

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

札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同一

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

(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ICカ
ード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人によるICカ

調 達 公 告 
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ードを用いて行った入札 
 
５ 最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最低制限価格以上の価格をもって入札を

行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、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最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格
をもって入札を行った者が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最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者
のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(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最低制限価格以上の価格をもって入札し
た他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 
６ 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最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最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最低の価格をもって
入札をした者を新たに落札候補者とし、(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最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

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

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

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

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

 
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
の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を
乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事
請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する
こと。 

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

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

(11) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則
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、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工
事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０７１２０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道菊名第６３号線ほか歩道整備工事 

施工場所 
港北区新横浜二丁目１４番地先から４番地先まで 

工事概要 
インターロッキングブロック設置工８４９ｍ２、視覚障害者誘導ブロック設置工９７ｍ２ 
、車道舗装工１，１６２ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝２７２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月 ７日まで 

予定価格 ３６，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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 

 

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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７３１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭ＭＣ－３中仕切護岸建設工事（基礎工） 

施工場所 
中区南本牧ふ頭 

工事概要 

基礎捨石工（砂岩ズリ９６，２３０ｍ３、砂岩９，７５５ｍ３） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１８日まで 

予定価格 ４３６，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る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 
  

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）（工事経験欄に海上から施工した基礎工 
を含む港湾工事の概要を記入すること。） （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（工事内容欄に海上から施工した基礎工の水深を記入し、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）共同企 
業体協定書兼委任状（特定建設共同企業体による入札の場合） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面よ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２４日（金）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 港湾局南本牧ふ頭建設事務所 電話 ０４５－６２２－５５４０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７１４０１００３５ 

工事件名 
南本牧ふ頭ＭＣ－３中仕切護岸建設工事（基礎工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
本件工事の入札は混合入札により執行する。 
次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体又は単体企業であること。 
（１）特定建設共同企業体の資格要件 
  ア 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。）。  
  イ 構成員の数は２者であること。 
  ウ 構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資 
   額の１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同 
   企業体構成員中最大であること。 
  エ 構成員の組み合わせは、前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件（ア）及び（ 
   イ）を満たす者による組み合わせであること。 
  ※ 施工実績及び配置技術者の経験は、いずれも平成８年４月１日以降に完成した工 
   事（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）海上から施工した水深が－２５ｍ以深の基礎工を含む港湾工事の元請実績を有 
    すること。 
  （イ）前頁の技術者は、海上から施工した基礎工を含む港湾工事の施工経験を元請で 
    有すること。 
（２）単体企業の資格要件 
   前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件ア及びイを満たす者であること。 
  ※ 施工実績及び配置技術者の経験は、いずれも平成８年４月１日以降に完成した工 
   事（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 海上から施工した水深が－２５ｍ以深の基礎工を含む港湾工事の元請実績を有す 
   ること。 
  イ 前頁の技術者は、海上から施工した基礎工を含む港湾工事の施工経験を元請で有 
   すること。 
 
 
【注意事項】 
（１）特定建設共同企業体による入札の場合は、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類の 
  うち（４）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１０（１０）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）特定建設共同企業体の場合は、次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を 
  構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が、 
  ４５７，８８４，０００円に満たない者は、本件工事の契約を締結できない。なお、 
  基準日は開札日とする（公告本文１０（９）を参照）。 
  ア 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港湾に 
   係る工事最高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 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港湾に 
   係る工事最高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（４）単体企業の場合は、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 
  工種の元請最高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額 
  が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０ 
  （９）を参照）。          
（５）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６号の規定に基づき、 
  開札日において、次のアの工事を受注・施工している者（特定建設共同企業体の場合 
  は、共同企業体のいずれかの構成員が受注・施工している場合とする。）は、本件工 
  事の契約を締結できない（ただし、竣工検査及び引渡しが完了している場合はこの限 
  りではない。）。  
  ア 南本牧ふ頭ＭＣ－３中仕切護岸建設工事（床掘工） 
（６）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 ０７２１０１０２０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター調整汚泥ポンプ設備工事 

施工場所 
港北区太尾町１８０５番地 

工事概要 

スクリュー式渦巻ポンプ製作・据付２台、空気作動式偏心構造弁製作・据付８台、空気源 
装置製作・据付２台、空気タンク製作・据付１基、配管工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１３日まで 

予定価格 ７２，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

上記の技術者は、平成８年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設 
等）における汚泥ポンプ設備工事（施工内容に汚泥引き抜き設備を含むものに限る。）の 
元請としての施工経験を有すること。 
 
平成８年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）における汚泥 
ポンプ設備工事（施工内容に汚泥引き抜き設備を含む、新設又は増設工事に限る。）の元 
請としての施工実績を有し、かつ、同設備は開札日において１年以上の稼動実績を有する 
こと。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式。工事内容欄に工事を施工した施設の名称 
、ポンプの種類及び工事概要を記入すること。） （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（工事内容欄に工事を施工した施設の名称、ポンプの種類及 
び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等 
の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面よ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２４日（金）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３０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５３  

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 ０７２１０１０２０９ 

工事件名 
港北水再生センター調整汚泥ポンプ設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（２）本件工事において製作・据付する機器・装置のうち、指定した製品については、環 
  境創造局指定製品及び選定業者名簿（下水道設備用）において選定された製造業者の 
  製品を使用する旨、一般仕様書において定めがあるので留意すること。 
（３）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理 
  技術者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的 
  な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（４）本件工事は電子入札とする。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。 
（５）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（６）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。 
（７）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 ０７２６０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭プール改修工事 

施工場所 
旭区白根二丁目３３番１号 

工事概要 

外装等劣化部改修工、内装改修工、アスベスト含有吹付け材除去工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月１５日まで 

予定価格 ８４，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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）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２４日（金）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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４６  

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 ０７３７０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道三ツ沢第４７号線道路改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区鎌谷町２９５番３地先から神奈川区三ツ沢西町３番地先まで 

工事概要 

土工（掘削工１，７７２ｍ３、床掘工１，１２９ｍ３）、杭基礎工（ＰＨＣ杭、Φ４００ 
ｍｍ、Ｈ＝７ｍ～１０ｍ、４４本）、逆Ｔ型擁壁工（Ｈ＝２．２ｍ～４．８ｍ、１４１ 
ｍ３）、ＬＯ型側溝工Ｌ＝２７７ｍ、アスファルト舗装工１，１４４ｍ２ 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 ９１，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ又はＢ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（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、杭基礎工（既製杭に限る。）を含む鉄筋コンクリート 
構造物築造工事（場所打ちに限る。）の元請としての施工実績を有すること（当該施工実 
績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る 
。）。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に、既製杭の種類及び杭長並びに鉄筋コンクリ 
ート構造物の名称及び高さを記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の 
写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面よ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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７３７０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
一般国道１号保土ケ谷区保土ケ谷町１丁目地内舗装補修工事（夜間・切削） 

施工場所 
保土ケ谷区岩井町４５番地先から保土ケ谷町２丁目１０２番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工７，０６１ｍ２、区画線設置工Ｌ＝３，３６３ｍ 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 ６６，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７４７０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道長後第８５号線ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
泉区下飯田町３４７番地先から２４８番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工４，２００ｍ２、路盤工４，２００ｍ２、区画線設置工Ｌ＝ 
１，３２０ｍ、既設Ｌ型側溝かさ上げ工一式、管路設置工Ｌ＝５２０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３０日まで 

予定価格 ５３，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７７１０１０１１１ 

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（建築工事） 

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 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １４８，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面よ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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７７１０１０１１２ 

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（建築工事） 

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 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １０８，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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建築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建築に係る工事の横浜市請負工 
事検査事務取扱規程第９条、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、 
通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の通知を受けた場合 
は、最高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）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 
表彰名簿の建築部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面よ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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１１４ 

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（建築工事） 

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 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 １０５，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１１５ 

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（建築工事） 

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 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ９４，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７７１０１０１１７ 

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（建築工事） 

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 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ９１，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上飯田小学校屋内運動場改修その他工事（建築工事） 

施工場所 
泉区上飯田町１３３１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４９０．１３ｍ２）、付 
帯施設改修工（Ｓ造、平屋建、延床面積６７．２０ｍ２）、ミーティングルーム及び器具 
庫増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積４８．３８ｍ２）、渡り廊下増築工（Ｓ造、平屋建、 
延床面積５１．９０ｍ２）、外溝工一式 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 ８７，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０７７１０１０１２０ 

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（建築工事） 

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 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ８４，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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、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。 
（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）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７７１０１０１２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
白幡小学校昇降機室増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
神奈川区白幡上町１１番１号 

工事概要 

エレベーター棟（多目的トイレ含む。）増築工（Ｓ造、地上４階建、延床面積７２．８７ 
ｍ２）、既存校舎及び既存外構改修工一式 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 ５７，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７７１０１０１２２ 

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（建築工事） 

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 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ５４，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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）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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０７７１０１０１２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
矢部小学校外部鉄骨階段設置工事（その２） 

施工場所 
戸塚区矢部町１６９８番地 

工事概要 

外部鉄骨階段設置工 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月１１日まで 

予定価格 １３，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し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２４日（金）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最高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

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

 
 
 
 



横浜市報調達公告版 

                                第 41 号 平成 19 年８月７日発行 

                                                    

                        25

 
横浜市調達公告第168号 
   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
 次のとおり一般競争入札を行う。 
   平成19年８月７日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
   胃がん検診車 １台の借入 
 (2) 物品の特質等 

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

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

認を受けなければならない。 
  (1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

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

録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。  
  (3) 平成19年８月23日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 
 (4) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 
３ 入札参加の手続 
    当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載

手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 
  (1) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成19年８月23日（ただし、引受証明書等は平成19年９月６日）午後５時まで 
  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 
      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
      高月 電話 045 (671) 2250（直通）  
４ 入札参加資格の喪失 
    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当

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

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

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

まで及び午後１時から午後５時まで） 
 (2) 交付場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地  
横浜市健康福祉局保健医療部保健政策課 
電話 045(671)2453（直通） 

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

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

７ 入札及び開札 
(1) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成19年９月20日から平成19年９月25日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら午後８時まで。ただし、最終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 
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平成19年９月26日午前10時30分 
(イ) 入札場所  

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 
       ただし、郵送による入札については、平成19年９月25日午後５時までに第３項第３号に掲げる 

部課に必着のこと。 
(2) 開札予定日時 

平成19年９月26日午前10時30分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

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

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

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

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

な入札を行ったものを落札者とする。 
10 入札保証金及び契約保証金 
   いずれも免除する。 
11 契約金の支払方法 
 (1) 前金払 
   行わない。 
 (2) 契約金の支払方法 
   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 
12 その他 
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨に限る。 
 (2) 契約書作成の要否 
   要する。 
 (3) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary 
 (1) Subject matter of the contract: Lease of Mobile gastric screening X-ray system  
 (2) Date of tender: 10:30 a.m., 26 September, 2007 
 (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017  
   TEL 045(671)2250 
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横浜市調達公告第 169 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 19 年８月７日 

 

                           契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長  大 場 茂 美  

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の

相手方

を決定

した手

続 

当 該 入 札

公 告 を 行

った日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 平成 19 年度

小学校教育用

コンピュータ 

一式の借入  

行政運営調整

局契約財産部

契約第二課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 19 年

６年 26 日 

住信リース株式会

社 

東京都中央区日本

橋２丁目３番４号

円 

29,293,425 

一般競 

争入札 

平成 19 年

５月 15 日

－ 

２ 平成 19 年度

中学校教育用

コンピュータ 

一式の借入  

同 同 同  

19,187,175 

同 同 

－ 
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水道局調達公告第40号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成19年８月７日 

                                   横浜市水道事業管理者 

水道局長 大 谷 幸二郎 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の 相

手 方 を 決

定 し た 手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 鋳鉄管 一式
の購入 

横浜市水道局

管財部契約課 

中区港町１丁

目１番地 

平成19年
６月８日

冨士機材株式会社

神奈川支店 

瀬谷区目黒町15番

地の５ 

円

114,135,000

一 般 競 争

入札 

平成19年

４月17日

－ 

２ 新料金事務オ
ンラインシス
テムクレジッ
ト決済機能構
築委託 一式 

同 平成19年
６月21日

富士通株式会社神

奈川支社 

西区みなとみらい

二丁目２番１号 

39,850,965

随意契約 － 政府調

達に関

する協

定（平

成７年

条約第

23号）

第15条

第１項

（ｄ）

３ バタフライ弁
４基の購入 

同 平成19年
６月29日

渡辺パイプ株式会

社神奈川特販営業

所 

南区井土ケ谷中町

162番地の２ 

43,050,000

一般競争

入札 

平成19年

５月15日

－ 

４ オンライン指
定用紙（ハン
ディターミナ
ル用） 一式
の製造 

同 平成19年
７月18日

キヤノンマーケテ

ィングジャパン株

式会社横浜営業所

西区北幸二丁目６

番26号 

46,746,000

随意契約 － 政府調

達に関

する協

定（平

成７年

条約第

23号）

第15条

第１項

（ｄ）

５ 水道用粉末活
性炭 約252ト
ンの購入 

同 平成19年
７月20日

株式会社西尾産業

横浜支店 

神奈川区三ツ沢東

町３番22号 

44,452,800

一 般 競 争

入札 

平成19年

７月３日

－ 

 
 
 

水 道 局 
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交通局調達公告第 30 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
 次のとおり一般競争入札を行う。 
    平成 19 年８月７日 

横浜市交通事業管理者 
交通局長  池 田 輝 政 

１ 競争入札に付する事項                                     
(1) 件名及び数量                                           
ア  軽油（１０月～１２月分）第１ブロック 約 1,220キロリットルの購入 
イ 軽油（１０月～１２月分）第２ブロック 約  861キロリットルの購入 
ウ 軽油（１０月～１２月分）第３ブロック 約  554キロリットルの購入 
エ 軽油（１０月～１２月分）第４ブロック 約  635キロリットルの購入 

(2) 物品の特質等 
入札説明書による。 

(3) 納入期間 
平成19年10月１日から平成19年12月31日まで 

(4) 納入場所 
第１号アからエに掲げる物品ごとに次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

ア  北部サービスセンター緑営業所ほか２か所 
イ 中部サービスセンター浅間町営業所ほか２か所 
ウ 南部サービスセンター磯子営業所ほか１か所 
エ 東部サービスセンター港北営業所ほか１か所 

(5) 一連の調達契約に関する事項 
ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

軽油（１月～３月分） 約 3,133キロリットルの購入 
平成19年11月頃 

イ 最初の契約に係る入札公告日 
平成19年２月６日 

 (6) 入札方法 
第１号アからエに掲げる物品ごとに入札に付し、１キロリットル（ 1,000リットル）当たりの単価に

より行う。 
２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。 
(1) 横浜市交通局契約規程（昭和52年８月交通局規程第12号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同
条第２項の規定に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「燃料」に登録が認
められている者であること。 

(3) 平成19年８月22日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市交通局一般競争参加停止及び
指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該物品を確実に納入することが可能な者であること。 
３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載
手続を行う者を含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 
(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 
(2) 提出期限 

平成19年８月22日（ただし、供給保証書は平成19年８月29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 
横浜市交通局総務部財務課（関内中央ビル７階）         
村越 電話 045(671)3172（直通） 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 
(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 
(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 
当該契約に係る入札説明書等は、第３項第３号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで

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８月７日から平成19年９月５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２時まで） 

(2) 交付場所 
第３項第３号に掲げる部課 

(3) 交付方法 

交 通 局 
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有償（ 500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、前号に掲げる部課で配付する
納付書で、横浜市交通局指定の金融機関等に納付後、同号の部課において領収書の確認を受けた上で
交付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時並び場所等 
平成19年９月21日午後２時 横浜市交通局総務部財務課入札室 
ただし、郵送による入札については、平成19年９月20日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 
８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 
(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 
(3) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             
横浜市交通局契約規程第15条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とする。 
10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
11 契約金の支払方法 

(1) 前金払                         
行わない。 

(2) 契約金 
１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他                                 
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
(2) 契約書作成の要否 

要する。 
(3）詳細は、入札説明書による。                        

13 Summary 
(1) Subject matter of the contract: 
① Purchase of approx. 1,220kl of gas oil 
② Purchase of approx.  861kl of gas oil 
③ Purchase of approx.  554kl of gas oil 
④ Purchase of approx.  635kl of gas oil 

(2) Date of tender: 2:00 p.m., 21 September, 2007 
(3) Contact point for the notice: Finance Division, 

Transportation Bureau, City of Yokohama, 
1-1  Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 
TEL 045(671)3172 

 

 

 




