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第８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一般競争入札の施行 
  （横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業）･･･････････････････････････････････････････２ 
△ 特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････６ 
△ 同･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････６ 

△ 同･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････７ 

△ 同･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････７ 
 
【水道局】 
△ 一般競争入札の施行 
  （道路掘削跡路面復旧工事(その１) ほか104件）････････････････････････････････････････････８ 
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横浜市調達公告第 64 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20年２月19日 

横浜市長 中 田 宏 
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 事業名称 

横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業 
 (2) 事業内容 

落札者により特別目的会社を設立し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する
法律（平成11年法律第117号）（以下、「PFI法」という。）によるPFI方式により、横浜市瀬谷区総合庁
舎及び二ツ橋公園の設計、建設、庁舎施設維持管理、公会堂運営、食堂運営及び売店運営業務を行う
。 

なお、公会堂代替施設及び熱源等仮設設備の設置、管理及び解体、及び必要となる周辺の道路の改
良についても事業の対象とする。（詳細は、入札説明書等による。）。 

 (3) 事業期間 
契約締結日から平成38年３月31日まで（詳細は、入札説明書等による。） 

(4) 予定価格 
  10,436,267,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 
(5) 事業場所 

瀬谷区二ツ橋町190番地１外（詳細は、入札説明書等による。） 
 (6) 入札方法 
   価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札により行う（詳細

は、入札説明書等による。）。 
２ 入札参加資格  

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 
 (1) 入札参加者の構成等 

ア 本事業の入札参加者は、単独企業（以下「入札参加企業」という。）又は、本施設の設計業務にあ
たる者、建設業務にあたる者、工事監理業務にあたる者、維持管理業務にあたる者、公会堂運営業
務にあたる者及び食堂の運営にあたる者を含む複数の企業等により構成されるグループ（以下「入
札参加グループ」という。）とすること。 

イ 入札参加グループの場合、特別目的会社に出資を予定している者を「構成員」、特別目的会社に出
資を予定していない者で、特別目的会社から直接、業務を請け負うことを予定している者を「協力
会社」とし、入札参加資格の申請時に構成員又は協力会社のいずれの立場であるかを明らかにする
こと。 

ウ 入札参加グループの場合、構成員の中から代表企業を定め、代表企業が必ず入札参加資格の申請
及び入札手続きを行うこと。 

エ 入札参加企業、入札参加グループの構成員及び協力会社並びにその企業の子会社（会社法（平成
17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則第3条の規定による子会社をいう。以下、同じ。）
又は親会社（会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下、同じ。
）は、他の入札参加グループの構成員及び協力会社になることはできない。 

 (2) 入札参加企業、入札参加グループの構成員及び協力会社の入札参加要件 
 入札参加企業、入札参加グループの構成員及び協力会社は、次の入札参加資格要件を満たすこと。 
ア 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項に掲げるものでないこと及び同
条第２項の規定に定めた資格を有する者であること。なお、横浜市の入札参加資格を有しない企業
が構成員又は協力会社として入札参加を希望する場合には、入札参加資格審査の随時登録申請、も
しくは「工事」又は「物品・委託等関係」又は「設計・測量等関係」の特定調達契約に係る入札参
加資格申請に基づき申請を行うこと。 

イ 「横浜市一般入札参加停止及び指名停止等措置要綱」（以下、「指名停止措置要綱」という。）に基
づく一般入札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。ただし、指名停止期間が1か
月以内のものである場合は、この限りでない。 

ウ 横浜市が本事業について、アドバイザリー業務を委託したパシフィックコンサルタンツ株式会社
又は同社の子会社もしくは親会社である者、並びにパシフィックコンサルタンツ株式会社が本アド
バイザリー業務において提携関係にある日比谷パーク法律事務所以外の者であること。 

エ 審査委員の所属する企業又はその企業の子会社又は親会社である者以外の者であること。 
(3) 各業務にあたる者の資格要件 

入札参加企業、入札参加グループの構成員及び協力会社のうち、設計、建設、工事監理、維持管理、
公会堂運営の各業務及び食堂の運営にあたる者は、それぞれ次の資格要件を満たすこと。 

各業務にあたる者の資格要件を満たす者が資格要件を満たす複数の業務にあたることは認めるものと
する。ただし、建設業務にあたる者と工事監理業務にあたる者が兼務することは認めない。子会社と親
会社の関係にある者同士が建設業務と工事監理業務にあたることも認めない。 
ア 設計業務にあたる者 

(ｱ) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている
こと。なお、平成10年度以降に建築士法により監督処分を受けたことがないこと。 

(ｲ) 横浜市における一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）において登録を認められている
者及びその営業を継承した者と認められる者であること。 

(ｳ) 平成8年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請受付日までの間に終了した設計業務で、以下

調 達 公 告 
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の実績を有する者。 
ａ 延べ床面積9,000㎡以上の庁舎又は事務所・店舗の新築工事の実施設計の元請の実績 
ｂ ホール、劇場、講堂又は体育館の新築工事の実施設計の元請の実績 
ｃ 都市公園の実施設計の元請の実績 
 ただし、ａ、ｂ、ｃについて、設計業務にあたる者が複数である場合は、そのうちの1者が満
たせばよいものとする。他社と共同で履行した実績も認めるが、共同企業体の構成員として、出
資比率が10分の２以上で履行したことを証明できる場合（契約書の写しの提出等）に限ることと
する。 

イ 建設業務にあたる者 
(ｱ) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定に基づく工事業について、特定建設業の

許可を受けていること。ただし、建設業務にあたる者が複数である場合には、そのうち１者が満た
せば良いものとする。 

(ｲ) 横浜市の平成19･20年度一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において「建築」に登録を認め
られている者及びその営業を継承した者と認められる者であること。ただし、建設業務にあたる者
が複数である場合には、このうち１者が満たせば良いものとする。 

(ｳ) 建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査に係る総合評定通知書（本件の入札参加資格確
認申請の日前で有効かつ 新のものとする。以下同じ。）における建築一式の総合評定値が1,100点
以上の者であること。 ただし、建設業務にあたる者が複数である場合には、そのうちの1者が上述
の総合評定値を満たせばよいものとする。 

(ｴ) 平成８年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請受付日までの間に完成した工事で、以下の
実績を有する者。 
ａ 延べ床面積9,000㎡以上の庁舎又は事務所・店舗の新築工事の施工の元請の実績 
ｂ ホール、劇場、講堂又は体育館の新築工事の施工の元請の実績 
ｃ 都市公園工事の施工の元請の実績 

ただし、ａ、ｂ、ｃについて、建設業務にあたる者が複数である場合は、そのうちの1者が満た
せばよいものとする。他社と共同で履行した実績も認めるが、共同企業体の構成員として、出資比
率が10分の２以上で履行したことを証明できる場合（契約書の写しの提出等）に限ることとする。 

ウ 工事監理業務にあたる者 
前記「ア 設計業務にあたる者」に求める要件と同等のものとする。 

エ 維持管理業務にあたる者 
(ｱ) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において委託関係の営業種目で登録を
認められている者。ただし、維持管理にあたる者が複数である場合は、そのうちの１者が満たせば
よいものとする。 

(ｲ) 維持管理業務の遂行において担当する業務に必要となる資格（許認可、登録等）を取得している
こと。 

(ｳ) 平成８年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請受付日までの間に終了した維持管理業務で
、以下の実績を有する者。 
ａ 庁舎又は事務所・店舗の維持管理業務の１年以上の実績 
ｂ ホール、劇場、講堂又は体育館の維持管理業務の１年以上の実績 

ただし、ａ、ｂについては、維持管理にあたる者が複数である場合は、そのうちの１者が満た
せばよいものとする。 

オ 公会堂運営業務にあたる者 
ホール、劇場、講堂又は体育館の維持管理業務又は運営業務の１年以上の実績 

カ 食堂の運営にあたる者 
平成８年４月１日以降に庁舎又は事務所・店舗内等でのレストラン・食堂等の運営について1年以

上の実績を有していること。 
  キ その他 
    公会堂代替施設及び熱源等仮設設備の管理は、維持管理業務にあたる者又は公会堂運営業務にあた

る者のいずれか、もしくは両者の共同で実施すること。 
 (4) その他詳細は、入札説明書等による。 
３ 入札参加の手続 
  入札に参加しようとする者（前項に定める登録のない者で、入札説明書等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 

入札説明書等に掲げる書類を第2号に示す受付日に必着するよう第３号に掲げる部課に必ず「配達記
録郵便」にて郵送すること。 

  (2) 受付日 
平成20年７月８日(午前９時から午後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 
      横浜市市民活力推進局区政支援部地域施設課（横浜関内ビル４階） 
      電話 045(671)2090 
４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格確認審査結果の通知後、入札参加資格確認審査結果通知書を受けた入札参加企業、入札
参加グループの構成員又は協力会社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。 
ただし、入札参加グループの代表企業以外の構成員又は協力会社が資格要件を満たさなくなった場合

の取扱いは、入札説明書による。 
  (2) 入札説明書等に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 
５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

(1) 交付期間 
平成20年２月19日から平成20年７月８日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）に規定する休日を除く） 
(2) 交付時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 
(3) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 
(4) 交付方法 

入札説明書等は無償で交付する。なお、入札説明書等は横浜市ホームページ上にも掲載する。 
７ 入札の日時及び場所等 

(1) 日時 
平成20年７月15日（午前９時から正午まで） 

(2) 場所 
〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市役所会議室（横浜関内ビル５階会議室） 
電話 045(671)4097 
なお、郵送による入札については、下記あて平成20年７月15日正午までに必着するように必ず「配

達記録郵便」にて郵送すること。 
〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市市民活力推進局区政支援部地域施設課（横浜関内ビル４階） 

８ 開札の日時及び場所等 
(1) 日時 

平成20年７月15日午後３時 
(2) 場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市役所会議室（横浜関内ビル５階会議室） 
電話 045(671)4097 

９ 入札の無効 
次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とした場合には落札者決定

を取り消すものとする。 
(1) 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 
(2) 入札公告及び入札説明書等に示した入札参加資格のない者のした入札 
(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
(4) 郵送により入札書の提出を行う場合に、入札説明書等に定める方法によらない入札 
(5) 入札金額の内訳書を提出しない者が行った入札又は入札金額と合計金額が一致しない内訳書を提出

した者が行った入札 
(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 
(7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 
(8) その他入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

10 落札者の決定 
 (1) 優秀提案者の選定 

優秀提案者は、学識経験者等で構成する横浜市PFI事業審査委員会において、第1項第4号に定める
予定価格の制限の範囲内において落札者決定基準に基づき入札説明書に定める提出書類の審査を行い
、総合評価により選定する。なお、落札者決定基準は横浜市ホームページ上に掲載する。 

 (2) 落札者の決定 
   横浜市は、横浜市PFI事業審査委員会の審査結果をもとに、 優秀提案者を落札者として決定する。 
   なお、本事業は、公民協働事業応募促進報奨金交付の対象事業に指定されており、審査において次点

、次次点となった者は、「公民協働事業応募促進報奨金交付要綱」に定める報奨金交付の申請ができる
。 
落札者決定日までの間、入札参加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社が入札参加資格要

件を欠くに至った場合、横浜市は当該入札参加企業、入札参加グループを落札者決定のための審査対
象から除外する。 

ただし、入札参加グループの代表企業以外の構成員又は協力会社が入札参加資格要件を欠くに至っ
た場合の取扱いは、入札説明書による。 

11 入札保証金及び契約保証金 
(1) 入札保証金 

免除する。 
 (2) 契約保証金 

免除する。 
ただし、落札者が設立する特別目的会社は、設計、建設、解体及び撤去及び工事監理の履行を確保

するため、特別目的会社又は設計業務にあたる者、建設業務にあたる者及び工事監理業務にあたる者
をして、設計・建設の対価（ただし、これに対する消費税及び地方消費税相当額を含み、支払利息に
相当する金額は除く）の10パーセントに相当する金額について、該当する各業務の開始までに横浜市
又は特別目的会社を被保険者とする履行保証保険の契約を締結させ、履行保証保険証券を第3項第3号
に掲げる部課に提出すること。 

特別目的会社を被保険者とする履行保証契約を締結する場合は、特別目的会社の費用において、違
約金債権を被担保債権とする質権を横浜市のために設定すること。 

12 契約金の支払方法  
(1) 前金払 

行わない。 
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 (2) 契約金の支払方法 
事業契約書に基づき支払う。 

13 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) 契約の条件 

本件事業の契約締結については、PFI法第９条の規定により市議会の議決に付さなければならない。 
また、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定に基づき、特別目的会社を公会

堂の指定管理者として指定することについて、別途市議会の議決に付さなければならない。 
落札者決定日の翌日から事業契約に係る議会の議決日までの間、落札者、落札者の構成員又は協力

会社が入札参加資格要件を欠くに至った場合、横浜市は落札者と基本協定を締結せず、又は落札者の
設立した特別目的会社と事業契約を締結しない。 

ただし、落札者の代表企業以外の構成員又は協力会社が競争参加資格を欠くに至った場合の取扱い
は、入札説明書による。 

(4) 詳細は、入札説明書等による。 
14 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  
PFI-based design, construction and maintenance of the Building for Yokohama Seya Word 

office and Futatsubashi Park 
(2) Date of tender: 

12:00 noon, 15 July, 2008 
(3) Contact point for the notice:  

Regional Facilities Division, Ward Support Department,Civic Engagement Promotion Bureau, 
City of Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671)2090 
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横浜市調達公告第65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20年２月19日 

                                   契約事務受任者 

    横浜市副市長 阿部 守一 

番 

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契

約の理

由 

１ 

港北処理区新羽
末広幹線（太尾
・駒岡区間）第
二工区下水道整
備工事（その２
） 

行政運営調
整局契約財
産部契約第
一課 
中区港町１
丁目１番地 

平成19年
12月28日 

鹿島・佐藤・
松尾建設共同
企業体 
中区太田町４
丁目51番地 

円
6,153,000,000

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
（g） 

 

 

横浜市調達公告第 66 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 20 年２月 19 日 

                                  契約事務受任者 

  横浜市副市長 阿部 守一 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の

相手方

を決定

した手

続 

当該入

札公告

を行っ

た日 

随意契

約の理

由 

１ 北部汚泥資源

化センター包

括的管理委託 

横浜市環境創

造局環境施設

部北部汚泥資

源化センター 

鶴見区末広町

１丁目６番地

１ 

平成 19 年

12 月 13 日

ＪＦＥ環境サー

ビス株式会社 

円

3,244,500,000

一 般 競

争入札 

平成 19

年 7 月

31 日 

－ 
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横浜市調達公告第 67 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 20 年２月 19 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 人孔ダクタイル
鉄蓋枠共Ａ型（
Ｔ－14用） φ
600 660組の購
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
12月26日 

日之出水道機器
株式会社横浜営
業所 
中区住吉町６丁
目68番地の１ 

円
10,949,400

一般競
争入札 

平成19年
11月13日

－ 
 

２ 人孔ダクタイル
鉄蓋枠共Ｂ型（
Ｔ－25用） φ
600 690組の購
入 

同 同 同 
12,316,500

同 同 － 
 

３ 戸籍総合システ
ム機器 一式の
借入 

同 同 日本電子計算機
株式会社営業本
部 
東京都千代田区
丸の内３丁目４
番１号 

3,930,780
同 同 － 

４ 横浜市市民利用
施設予約システ
ム機器 一式の
借入 

同 同 日通商事株式会
社横浜支店 
西区高島二丁目
19番３号 

15,433,740
同 同 － 

 

 

横浜市調達公告第 68 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 20 年２月 19 日 

                                 契約事務受任者 

 横浜市会計室長 富永  修 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相手

方を決定し

た手続 

当 該

入 札

公 告

を 行

っ た

日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 財務会計シス

テムアプリケ

ーションソフ

トウェア改修

業務委託（そ

の３） 

横浜市会計室

出納課 

中区港町１丁

目１番地 

平成２０年

１月２８日

富士通株式会社

神奈川支社 

西区みなとみら

い二丁目２番１

号１ 

円

36,330,000

随意契約 

－ 

政府調

達に関

する協

定(平成

7 年条約

第 23

号)第 15

条第 1

項(d) 
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水道局調達公告第７号 
一般競争入札の施行 

次のとおり、「道路掘削跡路面復旧工事(その１)」ほか104件の工事について、一般競争入札を行う。 
平成20年２月19日 

 
                                   横浜市水道事業管理者    
                                   水道局長 大 谷 幸二郎  
 
１ 入札参加資格 

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

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

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

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

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

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

。 
(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

ウ 設計図書購入の申込み手続については、横浜市のホームページを参照すること。 
(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

一の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員と
して入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

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

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

水 道 局 
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札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 
(2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格

をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 
(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

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

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

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

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

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

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

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

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

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

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
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
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いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高
に応じて行う。 

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

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

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

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術
者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参
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 ０８５２０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：８，５６４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ７９，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２９ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：８，５６４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ７９，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３０ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：８，５６４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ７９，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３１ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１６） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，８６６ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ７１，１７０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３２ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１７） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，８６６ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ７１，１７０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３３ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        21

契約番号 ０８５２０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１８） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，８６６ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ７１，１７０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３４ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その４） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，１７３ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６０，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３５ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その５） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，１７３ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６０，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３６ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その６） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，１７３ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６０，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３７ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その７） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，０９５ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５２，７９０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３８ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その８） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，０９５ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５２，７９０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００３９ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その９） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：５，０９５ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５２，７９０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４０ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１９） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：９５０ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４７，８５０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４１ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２０） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：９５０ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４８，２８０，０００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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４２ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２１） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：９５０ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４８，１８０，０００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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４３ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１０） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：４，５９５ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，６００，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４４ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１１） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：４，５９５ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，６００，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４５ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１２） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：４，５９５ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，６００，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４６ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２２） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：１，２５６ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３９，４３０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４７ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２３） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：１，２５６ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３９，４３０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４８ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２４） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：１，２５６ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３９，４３０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００４９ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その２４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１３） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：９８４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００５０ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１４） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：９８４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００５１ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１５） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：９８４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００５２ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事（その１５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        59

契約番号 ０８５２０１００５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事 

施工場所 
横浜市内一円 

工事概要 

ほ装工（アスファルトほ装ｔ＝５０ｍｍ：１，７６４ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２６，１６０，０００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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局給水課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００５３ 

工事件名 
道路掘削跡路面復旧工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川線口径４００ｍｍ道路掘削跡路面復旧工事 

施工場所 
神奈川区子安通２丁目２８５番地先から子安通３丁目４０４番地の１先まで 

工事概要 

舗装工（アスファルト表層工（排水性）：５，８２４ｍ２、アスファルト基層工（中間層 
）：５，８２４ｍ２、アスファルト基層工：５，８２４ｍ２、安定処理工：５，８２４ｍ 
２ほか）一式 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 １４３，５４０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 

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 ０８５２０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その２） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １７２，５７０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００５４ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その１） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １４０，８４０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００５５ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その６） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １２７，９００，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
 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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００５６ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その４） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １１６，９３０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
 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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００５７ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その５） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １１６，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
 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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００５８ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その３） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １０２，９８０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００５９ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（平日・夜間休日その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（５）本件工事は、組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加することを認 
めない。組合と当該組合のいずれかの組合員が同時に入札に参加した場合、組合員の入札 
を無効とする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その３） 

施工場所 
港南区、戸塚区、栄区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２６，７６０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
 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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００６０ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その１） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２５，８７０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００６１ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２５，８７０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管漏水修理工事の元請とし 
ての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
漏水修理工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００６２ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事（夜間休日その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管漏水修理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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その３） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６１，９００，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００６３ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その４） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６１，９００，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００６４ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１１） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４７，５８０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００６５ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１１） 

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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１２） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４７，５８０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００６６ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１２） 

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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１３） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４７，５８０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００６７ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１３） 

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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１５） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４７，０３０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００６８ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１５） 

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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１４） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，９９０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００６９ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１４） 

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１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その５） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，９５０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００７０ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その６） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，９５０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００７１ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００７２ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その２） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４６，２１０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００７３ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の配水管布設及び給水管取付替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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その７） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２２，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）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。ただし、当該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合
に限り、他の工事に専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００７４ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の当局発注の配水管布設及び給水管取付替工事の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その８） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２２，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）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。ただし、当該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合
に限り、他の工事に専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０８５２０１００７５ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の当局発注の配水管布設及び給水管取付替工事の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１６） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２１，５２０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）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。ただし、当該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合
に限り、他の工事に専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００７６ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の当局発注の配水管布設及び給水管取付替工事の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１７） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ２１，５２０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）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。ただし、当該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合
に限り、他の工事に専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００７７ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の当局発注の配水管布設及び給水管取付替工事の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その９） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １８，２８０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）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。ただし、当該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合
に限り、他の工事に専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００７８ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の当局発注の配水管布設及び給水管取付替工事の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１０） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管新設工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １８，２８０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）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。ただし、当該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合
に限り、他の工事に専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。  

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、配水管布設及び給水管取付替工 
事の元請としての施工実績を有するもの。 
（２）平成１５年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事の下請で配水管 
布設工事の施工実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００７９ 

工事件名 
口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の当局発注の配水管布設及び給水管取付替工事の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その５） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ９３，２１０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８０ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その７） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ９０，５２０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８１ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その６） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ７２，８６０，０００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又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

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



横浜市報調達公告版 

                                 第８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        119

契約番号 ０８５２０１００８２ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その８） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６３，５７０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８３ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その３） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６２，８４０，０００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：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８４ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その１） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６０，３７０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８５ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５３，１６０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８６ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その４） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

漏水修理工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４０，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 ９時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８７ 

工事件名 
配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６１，２８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８８ 

工事件名 
配水管切回し工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００８９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その１） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５２，１２０，０００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又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００８９ 

工事件名 
配水管切回し工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００９０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その６） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４９，６４０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９０ 

工事件名 
配水管切回し工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その３） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４８，５７０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９１ 

工事件名 
配水管切回し工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００９２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その５） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４８，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９２ 

工事件名 
配水管切回し工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その７） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，２３０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９３ 

工事件名 
配水管切回し工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００９４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その４） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３８，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９４ 

工事件名 
配水管切回し工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（６）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００９５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
配水管切回し工事（その８） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

管路工（昼間・夜間）一式、給水管取付替工（昼間・夜間）一式ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３５，６１０，０００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又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９５ 

工事件名 
配水管切回し工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（６）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００９６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
地下漏水修理工事 

施工場所 
横浜市内一円 

工事概要 

漏水修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３６，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 

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

工事担当課 水道局給水課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  



横浜市報調達公告版 

                                 第８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        147

契約番号 ０８５２０１００９６ 

工事件名 
地下漏水修理工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、特記仕様書、施工条件 
明示書等を含む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したう 
えで入札に参加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
（５）横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位 
等級を指定 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００９７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その３） 

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：１，１１６ｍほか）一式、給水管取付替工（ 
φ２５ｍｍ：２２７か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ８４，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９７ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００９８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その１） 

施工場所 
港北区、都筑区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４５５ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：６０か所、φ５０ｍｍ：１５か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６８，５７０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９８ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００９９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：７６２ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：６６か所、φ５０ｍｍ：１８か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ６８，２３０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００９９ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０１００ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その４） 

施工場所 
緑区、青葉区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：７６２ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：６か所、φ５０ｍｍ：６か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５３，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局西部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０１００ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０１０１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その６） 

施工場所 
港南区、栄区、戸塚区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：６００ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：５２か所、φ５０ｍｍ：１４か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５１，４２０，０００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：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０１０１ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０１０２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その７） 

施工場所 
中区、南区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：６１０ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：５１か所、φ５０ｍｍ：１４か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ５０，４４０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０１０２ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０１０３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その５） 

施工場所 
磯子区、金沢区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：５３２ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：４６か所、φ５０ｍｍ：１２か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０１０３ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０１０４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小規模配水管整備工事（その８） 

施工場所 
西区、保土ケ谷区、ほか市内一円 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：３９９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：３４か所、φ５０ｍｍ：９か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 ３４，２８０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６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 水道局中部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０１０４ 

工事件名 
小規模配水管整備工事（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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は年間契約であるため、設計図書（設計書、図面、施工条件明示書等を含 
む）の内容を十分理解し、契約の確実な履行が可能であることを確認したうえで入札に参 
加すること。 
（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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        164

 

契約番号 ０７５２０１０６４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
笹下ポンプ場内ほか１か所口径６００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
港南区港南一丁目２２番６号ほか１か所 

工事概要 

配水管布設工（ＳＵＳ・ＳＰφ６００Ａ：３７ｍ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１１０日間 

予定価格 ２７，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成２０年２月２６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 ０７５２０１０６４９ 

工事件名 
笹下ポンプ場内ほか１か所口径６００ｍｍ配水管新設工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（４）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岩井町口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区岩井町８６番地先から南区永田東二丁目１０番１９号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：５０８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２４か所、φ５０ｍｍ：６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３３５日間 

予定価格 １６９，６４０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 ９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 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  



横浜市報調達公告版 

                                 第８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        167

契約番号 ０８５２０１０００１ 

工事件名 
岩井町口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０００２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
たちばな台高区線口径６００ｍｍ配水管布設替工事（その２） 

施工場所 
青葉区榎が丘１４番地の１先から青葉台一丁目１２番地の１先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ６００ｍｍ：２８１ｍほか）一式、推進工（泥土圧式φ７ 
００ｍｍ：３０ｍほか）一式、立坑築造工一式、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２８５日間 

予定価格 １５７，２４０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設 
計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。ま 
た、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が 
ある場合は、平成２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 

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  



横浜市報調達公告版 

                                 第８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        169

契約番号 ０８５２０１０００２ 

工事件名 
たちばな台高区線口径６００ｍｍ配水管布設替工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（４）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１０００３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上菅田町口径７５から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区上菅田町８１２番地先から１，５１５番地先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：８２８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：１０か所、φ５０ｍｍ：３か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から３４０日間 

予定価格 １３８，５５０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０００３ 

工事件名 
上菅田町口径７５から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０００４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港町６丁目口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
中区港町６丁目３２番地の２先から相生町４丁目６９番地先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４２５ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：２２ 
１ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：２８か所、φ５０ｍｍ：２７か所）一式 
、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２８０日間 

予定価格 １３３，５３０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１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 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０００４ 

工事件名 
港町６丁目口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
折本町ほか１か所口径１５０から３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
都筑区折本町１６４番地先から１，１５４番地の３先まで ほか１か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：８４４ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：４２か所、φ５０ｍｍ：２０か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２９５日間 

予定価格 １４０，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 ９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 

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

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０００５ 

工事件名 
折本町ほか１か所口径１５０から３００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０００６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
法泉二丁目口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区法泉一丁目８番１９号先から法泉二丁目８番８号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：６５８ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：１１ 
ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：１４３か所、φ５０ｍｍ：２０か所）一式 
、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から３１５日間 

予定価格 １２５，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０００６ 

工事件名 
法泉二丁目口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０００７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平戸五丁目ほか１か所口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
戸塚区平戸二丁目１５番４６号先から平戸五丁目３３番１０号先までほか１か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：７５４ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：１４ 
３ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：１０４か所、φ５０ｍｍ：２０か所）一 
式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から３５０日間 

予定価格 １２４，４７０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１０日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１１日（火）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０００７ 

工事件名 
平戸五丁目ほか１か所口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０００８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岡村五丁目口径１５０から３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
磯子区岡村五丁目７番３号先から岡村六丁目５番６３号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：５６６ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：５２ 
ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：８９か所、φ５０ｍｍ：２６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３４０日間 

予定価格 １２０，２９０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１０００８ 

工事件名 
岡村五丁目口径１５０から３００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１０００９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野庭線から磯子高区線口径７００ｍｍ配水管新設工事（その４） 

施工場所 
磯子区洋光台一丁目２番１４号先から港南区笹下三丁目４１番２号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ７００ｍｍ：３０２ｍほか）一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２２５日間 

予定価格 １１９，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 ９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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 

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 ０８５２０１０００９ 

工事件名 
野庭線から磯子高区線口径７００ｍｍ配水管新設工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（４）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８５２０１００１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日野六丁目口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区日野六丁目１１番１１号先から日野七丁目２０番４号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：７０１ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：１９か所、φ５０ｍｍ：１２か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から３２０日間 

予定価格 １１２，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１０ 

工事件名 
日野六丁目口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
常盤台ほか４か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区常盤台２５番３４号先から常盤台３７番１９号先までほか４か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：５６１ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：８１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３２０日間 

予定価格 １１０，４００，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）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 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１１ 

工事件名 
常盤台ほか４か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中里一丁目ほか２か所口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
南区中里一丁目２１番１号先から別所一丁目１５番１８号先までほか２か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：７８７ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：８６か所、φ５０ｍｍ：２７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３０５日間 

予定価格 １０９，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１２ 

工事件名 
中里一丁目ほか２か所口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中沢二丁目口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
旭区中沢二丁目９番１号先から中沢一丁目４６番９号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：５４８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２９か所、φ５０ｍｍ：８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２８５日間 

予定価格 １０４，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１３ 

工事件名 
中沢二丁目口径１００から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
名瀬町口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事（その１） 

施工場所 
戸塚区名瀬町７７３番地先から７７５番地先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：４９３ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：３０か所、φ５０ｍｍ：９か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２５０日間 

予定価格 ９０，９７０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１４ 

工事件名 
名瀬町口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（２）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（ 
健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の 
写し（平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要 
） 
（３）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
池袋口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
中区池袋４５番地の１５先から本牧間門５０番５号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：３６２ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：３１か所、φ５０ｍｍ：７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 ９２，７８０，０００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：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１５ 

工事件名 
池袋口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
花之木町２丁目ほか３か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
南区花之木町２丁目４５番地先から宿町３丁目６４番地先までほか３か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４８０ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：７３か所、φ５０ｍｍ：１２か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２１５日間 

予定価格 ８７，１１０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 ９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 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１６ 

工事件名 
花之木町２丁目ほか３か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野毛町２丁目口径１５０から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
中区野毛町２丁目８２番地先から日ノ出町１丁目２０番地先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４４０ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：３１ 
９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：６４か所、φ５０ｍｍ：２３か所）一式 
、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２５０日間 

予定価格 ８０，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１７ 

工事件名 
野毛町２丁目口径１５０から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
駒岡三丁目口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
鶴見区駒岡三丁目４番２８号先から梶山二丁目２３番５号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：５９３ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：３０ 
９ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：８５か所、φ５０ｍｍ：９か所）一式、 
配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２１５日間 

予定価格 ７８，３７０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１１日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１２日（水）午前 ９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 

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

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



横浜市報調達公告版 

                                 第８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        201

契約番号 ０８５２０１００１８ 

工事件名 
駒岡三丁目口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
飯島町ほか２か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
栄区飯島町１，５７４番地の２から１，７８８番地先までほか２か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４７０ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：３１ 
１ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：７５か所、φ５０ｍｍ：４か所）一式、 
配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２４０日間 

予定価格 ７６，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）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 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００１９ 

工事件名 
飯島町ほか２か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
太田町５丁目口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
中区太田町５丁目５６番地先から相生町６丁目１１３番地先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：６５２ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：１２か所、φ５０ｍｍ：２７か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２４５日間 

予定価格 ７４，３４０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２０ 

工事件名 
太田町５丁目口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日限山四丁目口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区日限山四丁目４番２０号先から９番２９号先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：７６９ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：２９ 
ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：７９か所、φ５０ｍｍ：３か所）一式、配水管
撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から３００日間 

予定価格 ６５，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２１ 

工事件名 
日限山四丁目口径１００から３００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸一丁目ほか２か所口径１５０から２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区 戸一丁目２０番３３号先から 戸二丁目４番８号先までほか２か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４８０ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：６０ 
ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：２０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２２０日間 

予定価格 ６１，０６０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２２ 

工事件名 
戸一丁目ほか２か所口径１５０から２００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
犬山町ほか５か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
栄区犬山町１２番７号先から３２番４号先までほか５か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：２４５ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：４２か所、φ５０ｍｍ：１か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１７５日間 

予定価格 ５９，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 ９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 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２３ 

工事件名 
犬山町ほか５か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
杉田三丁目ほか２か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
磯子区杉田三丁目８番９号先から１７番８号先までほか２か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：２８６ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：１５ 
６ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：３９か所、φ５０ｍｍ：９か所）一式、 
配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ３５，９９０，０００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 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２４ 

工事件名 
杉田三丁目ほか２か所口径１００から１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平楽口径１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
南区平楽５番地先から平楽３４番地先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：２３２ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２７か所、φ５０ｍｍ：９か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ３３，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１４日（金）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 

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

工事担当課 水道局中部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２５ 

工事件名 
平楽口径１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
下飯田町ほか１か所口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
泉区下飯田町１，５５１番地先から１，６２４番地の１先まで ほか１か所 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：４１８ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２ 
５ｍｍ：２１か所、φ５０ｍｍ：４か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１４５日間 

予定価格 ３０，９６０，０００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：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。ただし、当
該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に
従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 ９時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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



横浜市報調達公告版 

                                 第８号 平成 20 年２月 19 日発行 

                                                    

                        217

契約番号 ０８５２０１００２６ 

工事件名 
下飯田町ほか１か所口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

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１５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 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８５２０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大棚町口径１５０から３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
都筑区大棚町１６５番地先から４０８番地先まで 

工事概要 

配水管布設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：３１４ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：２０ 
ｍほか）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：７か所、φ５０ｍｍ：４か所）一式、配水 
管撤去工一式 

工期 契約締結の日から１１５日間 

予定価格 １９，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）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。ただし、当該工事の工期が平成２０年３月３１日までに終了することが明らかな場合
に限り、他の工事に専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。  

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１５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２０年 ３月 ３日（月）午前 ９時００分から 
平成２０年 ３月１２日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ３月１３日（木）午前 ９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 

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

工事担当課 水道局北部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０８５２０１００２７ 

工事件名 
大棚町口径１５０から３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）主任技術者届出書（第７号様式） 
（２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の 
写し等） 
（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書 
類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１５年４月１日以降に完成した、当 
局発注の上水道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認ので 
きる注文書及び注文請書等の写し 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。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２０年２月２６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す 
ること。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２０年度横浜市各会計予算が横浜市議会において可決 
され、平成２０年４月１日以降に契約を締結することによって、その効力を生じ、かつ、 
確定するものとする。 
 
 
 
 
本件工事の公告は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。 

 

 


