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第 48 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】 
△ 総合評価一般競争入札の施行 
  （南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その９・ケーソン据付工） ほか２件）･････････････２ 

△ 一般競争入札の施行 
  （主要地方道横浜伊勢原（矢部地区）人道橋（下部工）工事 ほか25件）･･･････････････････････13 
 
 
【水道局】 
△ 総合評価一般競争入札の施行 
  （西谷３号配水池耐震補強工事）･･･････････････････････････････････････････････････････････48 

△ 一般競争入札の施行 
  （青山沈澱池耐震補強工事（その１） ほか５件）･･･････････････････････････････････････････55 
 
【交通局】 

△ 一般競争入札の施行 
  （横浜・高島町間軌道改良及びその他工事）･････････････････････････････････････････････････65 
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横浜市調達公告第 211 号 

総合評価一般競争入札の施行 

次のとおり、「南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その９・ケーソン据付工）」ほか２件の工事に

ついて、総合評価一般競争入札を行う。 

平成20年８月26日 

 

契 約 事 務 受 任 者 

横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 

１ 入札参加資格 

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

べて満たしていなければならない。 

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

２項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有す

る者であること。 

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

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市請負

工事等総合評価落札方式実施要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等

競争入札参加者心得等に定めるところによる。 

 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札参加者は、工事ごとの総合評価落札方式実施要領書（以下「実施要領書」という。）に定めると

ころにより、技術資料を契約第一課へ提出すること。 

  なお、提出後の技術資料の修正及び追加等は、提出期間内であっても認めない。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

 

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

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

、認めない。 

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

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準

（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程

調 達 公 告 
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度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 技術資料の提出をしない者が行った入札、又は実施要領書の定めに従わない技術資料を提出した者が

行った入札 

(4) 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 

(5) 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 

(6) 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 

(7) 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Ｉ

Ｃカードを用いて行った入札 

 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 

技術資料の審査及び技術評価点の算出については、工事ごとに定める実施要領書に基づき行う。 

 

６ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

(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及び当該価

格を、原則として開札日に入札参加者に通知する。 

(2) ５により算出した入札者ごとの技術評価点及び入札価格を基に、実施要領書に定める方法により、評

価値を算出する。 

(3) 次に掲げる要件をすべて満たす入札者のうち、(2)により算出した評価値が も高い者を落札予定者

とし、原則として開札日の翌開庁日に入札参加者に通知する。 

ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で明示する技術資料の要求要件のうち、必須とされた項

目の 低要求要件をすべて満たしていること。 

ウ 評価値が、標準点を予定価格（単位：億円）の 105 分の 100 で除して得た数値を下回っていないこ

と。 

(4) 落札予定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り、横浜市工事請負契約に係る低入

札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）第４条第１項第４号の「当該契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると認められる場合」として、平成 20 年６月 10 日付「「横浜市工事請負契約

に係る低入札価格取扱要綱」の取扱いについて」の１に定める失格基準（以下「失格基準」という。）

に該当する場合には、その者を落札者としない。この場合、(3)の要件をすべて満たす者のうち、次に

評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

(5) 失格基準に該当した者を除き、評価値の同じ落札予定者が２者以上あるときは、当該落札予定者にく

じを引かせて落札予定者１者を決めるものとする。この場合、当該落札予定者のうちくじを引かない者

があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせ落札予定者を決定す

るものとする。 
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(6) 落札決定を保留した後、落札予定者が入札参加資格を満たすものであるかを確認する。 

(7)（6）の入札参加資格の確認の結果により、落札予定者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

 ア 当該落札予定者が入札参加資格を満たす者であると確認した場合には、その者を落札者とし、入札

参加者にその旨を通知する。 

 イ 当該落札予定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をした他の者のうち次に評価値の高い

者を新たに落札予定者とし、（6）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

手続きを繰り返す。 

(8) （6）の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札予定者は、工事ごとに定める提出書類等を、別

に指定した日時までに契約第一課へ提出し、また確認のための指示に従わなければならない。指定した

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、当該落札予定者は入札参加資格を

満たす者でないとし、（7）イの手続により落札者を決定する。 

(9) （7）イの手続により、落札予定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、

当該落札予定者に通知する。 

(10) 落札予定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り、失格基準に該当しない場合は、

（6）の入札参加資格の確認とあわせて横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱第 13 条に定めると

おり、低入札要綱に定める調査を行う。 

(11) (10)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次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

(12) (10)の調査にあたっては、当該落札予定者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日

時までに契約第一課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の期限

まで に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(11)に該当するものとし、当該落札

予定者を落札者としないものとする。 

(13) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、工事ごとに定める技術

者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満

たす技術者を、（8）により提出された入札参加資格確認資料に記載した技術者とは別に、施工現場に

専任で 1 名配置しなければならない（特定建設共同企業体の場合、各構成員が配置すること。）。この

場合、当該技術者について、配置技術者（変更）届出書（第６号様式）及び必要書類を別に指定した

日時までに契約第一課へ提出すること。 

 (14) （12）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、(11) に該当するものとし、当該落札予定者を落札者としないも

のとする。 

 (15) 落札者の決定にあたって、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱第５条第３項で定める学識

経験者の意見聴取を行った場合は、その結果を考慮し、落札予定者を落札者として決定する。 

 (16) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札予定者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置

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

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

次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

29 条までの規定による。 

 

８ 契約金の支払方法 

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

まない。 

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

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

(1) ７(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条第 1 項に定める契約保証金

の額は、契約金額の100分の 30 以上とする。 

(2) ８(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約

を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場

合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 契約金額にかかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

(4) 契約金額にかかわらず、横浜市請負工事検査事務取扱要綱第８条第２項各号に定める工種を主たる工

種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 

(5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 

 

１０ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

い。 

(6) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取消すことがある。 

(7) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 

(8) 入札に参加した者は、入札締切後、正当な理由なく落札者となることを辞退することはできないもの

とする。 

(9) 開札後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措

置要綱第２条の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札予定者となった者が、６(8)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予定者となった者が、低入札要綱第

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

を除く。） 

(10) ６（6）の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１

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

合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 19・20 年度の横浜市入札参加資格

審査申請における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格

欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）

の８割に満たない者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適

格性に欠ける者となるので留意すること。 
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(11) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜

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

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約

第一課あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならない

。 

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

市のホームページを参照すること。 

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

、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱、横浜市電

子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるも

のとする。 
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契約番号 ０８１４０１００８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その９・ケーソン据付工） 

施工場所 
中区南本牧５番地先公有水面ほか 

工事概要 

基礎捨石工５，７６７ｍ３（ＮＥＴ）、機械均し工２，８３２ｍ２、ケーソン据付工１１ 
函、取付基礎工９，９３６ｍ３（ＮＥＴ） ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１６日まで 

予定価格 ３７６，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に施工した工事の概要を記入 
し、役職欄の監理技術者又は現場代理人のいずれか従事する方に丸印をつけること（現場 
代理人に従事する場合は、その他欄に現場代理人と記入し丸印をつけること。）。） （ 
２）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格 
者証の交付を受けている者は提出不要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に施工した 
工事の概要を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を 
添付すること。） （４）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月１２日（金）午前 ９時００分から 
平成２０年 ９月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年１０月 １日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 港湾局建設課 電話 ０４５－６２２－５５４０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１４０１００８３ 

工事件名 南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その９・ケーソン据付工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
次の要件をすべて満たす技術修得型共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額 
  の１０分の４以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という 
  。）の出資比率は、当該共同企業体構成員中 大であること。 
（４）各構成員は、前頁の入札参加資格を満たす者であること。 
（５）代表構成員の平成１９・２０年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工 
  種の港湾に係る工事 高請負実績の元請金額が、２３７，０３７，５００円以上であ 
  ること。 
（６）構成員の組み合わせは、次のア代表構成員の資格要件をすべて満たす者とイ市内企 
  業構成員の資格要件をすべて満たす者による組み合わせであること。 
 ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）平成８年４月１日以降に完成した、海上において作業船を用いて施工した本体 
    工（重力式）を含む港湾工事の元請としての施工実績を有すること（当該施工実 
    績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、代表構成員のものに限る。）。 
  （イ）前頁の技術者は、平成８年４月１日以降に完成した、海上において作業船を用 
    いて施工した本体工（重力式）を含む港湾工事の元請としての施工経験を有する 
    こと。 
 イ 市内企業構成員の資格要件  
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）平成８年４月１日以降に完成した、次のａ又はｂいずれかの工事の元請として 
    の施工実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場 
    合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 
   ａ 海上において作業船を用いて施工した本体工（重力式）を含む港湾工事 
   ｂ 岸壁又は護岸の築造工を含む港湾工事 
  （ウ）前頁の技術者は、平成８年４月１日以降に完成した、次のａ又はｂいずれかの 
    工事の元請としての施工経験を有すること。 
   ａ 海上において作業船を用いて施工した本体工（重力式）を含む港湾工事 
   ｂ 岸壁又は護岸の築造工を含む港湾工事 
（７）市内企業構成員に所属する技術者を、本件工事における現場代理人又は監理技術者 
  として配置すること。 
（８）市内企業構成員に所属する技術者が、（６）イ（ウ）ａの施工経験を有していない 
  場合は、代表構成員に所属する技術者を本件工事における監理技術者として配置する 
  こと。 
 
 
【注意事項】 
（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第７号の規定に基づき、 
  開札日において、共同企業体のいずれかの構成員が次の工事を受注・施工していると 
  きは、本件工事の契約を締結できない（ただし、竣工検査及び引渡しが完了している 
  場合はこの限りではない。）。 
 ア 南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その２・中仕切護岸基礎工） 
 イ 南本牧ふ頭コンテナターミナル建設工事（その６・中仕切護岸基礎工） 
（２）本件工事は総合評価落札方式対象工事である。詳細は、本件工事の総合評価落札方 
  式実施要領書に定めるところによる。 
   総合評価落札方式実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロードすること 
  。 
   ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２０年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２０年９月１２日から平成２０年９月１７日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２０年１０月上旬 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文１０（１ 
  １）を参照）。 
（４）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（５）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８２１０１０２８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センター本館等改築工事（建築工事） 

施工場所 
中区本牧十二天１番１号 

工事概要 

本館棟（外壁改修工、内部改修工、屋上防水改修工）、ブロアー棟（外壁改修工、トイレ 
改修工 ほか） 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１７日まで 

予定価格 ７１，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２０年 ９月１２日（金）午前 ９時００分から 
平成２０年 ９月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年１０月 １日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６５  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０２８８ 

工事件名 
中部水再生センター本館等改築工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は総合評価落札方式対象工事である。詳細は、本件工事の総合評価落札方 
  式実施要領書に定めるところによる。 
   総合評価落札方式実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロードすること 
  。 
   ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２０年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２０年９月１２日から平成２０年９月１７日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２０年１０月上旬 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（１０）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８４１０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道横浜上麻生（港北地区）低騒音舗装工事 

施工場所 
港北区小机町１５７番地先から１４７８番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工８，３００ｍ２、区画線設置工Ｌ＝５，５７０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 １月３０日まで 

予定価格 ５０，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２０年 ９月１２日（金）午前 ９時００分から 
平成２０年 ９月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年１０月 １日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

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

 



横浜市報調達公告版 

                                第 48 号 平成 20 年８月 26 日発行 

                                                    

                        12

契約番号 ０８４１０１００５４ 

工事件名 
主要地方道横浜上麻生（港北地区）低騒音舗装工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は総合評価落札方式対象工事である。詳細は、本件工事の総合評価落札方 
  式実施要領書に定めるところによる。 
   総合評価落札方式実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロードすること 
  。 
   ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２０年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２０年９月１２日から平成２０年９月１７日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２０年１０月上旬 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（１０）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第 212 号 

一般競争入札の施行 

次のとおり、「主要地方道横浜伊勢原（矢部地区）人道橋（下部工）工事」ほか 25 件の工事について、

一般競争入札を行う。 

平成20年８月26日 

 

契 約 事 務 受 任 者 

横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 

１ 入札参加資格 

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

べて満たしていなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

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

であること。 

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

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け

ていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入

札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 

 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、８（10）に定める場合を除く

。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

 

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

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

、認めない。 

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

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準

（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む。）と同

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
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望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

者が行った入札 

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

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

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

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

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

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

Ｃカードを用いて行った入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名

及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

時までの間に契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内

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

でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

29 条までの規定による。 
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７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

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

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

(6) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(7) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 

(8) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5)に定める書類の提出をしない場合 

(9) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項の

規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は

、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 19・20 年度の横浜市入札参加資格

審査申請における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格

欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）

の８割に満たない者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適

格性に欠ける者となるので留意すること。 

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

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

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約

第一課あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならない

。 

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

市のホームページを参照すること。 

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

、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工

事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 48 号 平成 20 年８月 26 日発行 

                                                    

                        16

契約番号 ０８１２０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道横浜伊勢原（矢部地区）人道橋（下部工）工事 

施工場所 
戸塚区矢部町１６３６番地の６から戸塚町４６６７番地の３まで 

工事概要 

基礎工（場所打ち杭、Φ１，３００ｍｍ、Ｌ＝２０ｍ～３１ｍ、３本）、法面工（法枠工 
、ロックボルト工） ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ２月２７日まで 

予定価格 ５４，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、長さ１８ｍ以上の杭基礎工（場所打ち杭に限る。）を 
含む工事の元請としての施工実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成員とし 
ての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に杭基礎工を含む工事の概要及び杭長を記入し 
、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２０年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１２０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道山下町第５号線ほか歩道整備工事（その２） 

施工場所 
中区港町１丁目１番地先 

工事概要 

透水性インターロッキング舗装工９５０ｍ２、自然石舗装工１，０１６ｍ２、Ｌ型側溝工 
Ｌ＝１２２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月 ６日まで 

予定価格 ５６，６１０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７３１  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１２０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その２４） 

施工場所 
栄区桂町２０３番地先から公田町１７３番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１６５ｍ２、Ｌ型側溝設置工Ｌ＝１０２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１８日まで 

予定価格 ７０，４４０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は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 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１２０１００７７ 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その２４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第７号の規定に基づき、 
  開札日において、次の工事を受注・施工している者は、本件工事の契約を締結できな 
  い（ただし、竣工検査及び引渡しが完了している場合はこの限りではない。）。 
 ア 都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その１５） 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８１４０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
臨港道路本牧出口ランプ整備工事（下部工その２） 

施工場所 
中区本牧ふ頭Ａ突堤 

工事概要 

基礎工（場所打ち杭、Φ１，５００ｍｍ、Ｌ＝２４ｍ～２５ｍ、２３本）、躯体工（Ｈ＝ 
３ｍ～３．５ｍ、３基）、仮設工（土留工、深さ４．８ｍ～５．３ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１８日まで 

予定価格 ２１７，５１０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、次の（１）及び（２）の工事の元請としての施工実績 
を有すること（（１）及び（２）は別工事でも可。当該施工実績が共同企業体の構成員と 
しての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 
（１）杭基礎工（場所打ち杭に限る。）を含む橋梁下部工事 
（２）長さ１５ｍ以上の場所打ち杭の打込み工を含む工事 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に、杭基礎工を含む橋梁下部工事の概要、場所 
打ち杭の種類及び杭長を実績ごとに記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計 
図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０４  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１４０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ターミナルオフィスセンター空調設備改修工事（空調設備工事） 

施工場所 
中区本牧ふ頭１番１０ 

工事概要 

空調設備改修工（ＲＣ造、地上７階建、延床面積５，０９９ｍ２）一式、架台設置工一式 
、天井改修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年１２月２５日まで 

予定価格 ７３，８２０，０００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 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３１７  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１４０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
臨港幹線新港・瑞穂地区道路安全施設設置工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目１番地先から神奈川区橋本町２丁目１番地２５まで 

工事概要 

ラバーポール設置工６５４本、分離帯設置工３７４個、ネットフェンス設置工Ｌ＝２０ｍ 
、標識設置工一式、区画線設置工一式、防護柵設置工Ｌ＝１，０３７．２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 １月３０日まで 

予定価格 ９０，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１４０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
出田町ふ頭上屋変電設備直流電源装置更新工事 

施工場所 
神奈川区出田町３ 

工事概要 

直流電源装置工一式、撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 １月３０日まで 

予定価格 ９，６４９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、直流電源装置の設置工事の元請としての施工実績を有 
すること。 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１４０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大黒ふ頭Ｔ－１受電所直流電源装置更新工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭 

工事概要 

直流電源装置設置工一式、撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 １月３０日まで 

予定価格 ９，８７５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、直流電源装置の設置工事の元請としての施工実績を有 
すること。 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１４０１００８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
象の鼻地区整備工事（その１７）（緑地整備工） 

施工場所 
中区海岸通１丁目象の鼻地区 

工事概要 

整備面積：約０．５ｈａ、基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、 
道路整備工 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１８日まで 

予定価格 ２３５，３３０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の要件をすべて満たす技術力結集型共同企業体であること。 
（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。  
（２）構成員の数は２者であること。  
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額 
  の１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業 
  体構成員中 大であること。  
（４）構成員の組み合わせは、入札参加資格を満たす者による組み合わせであること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２０年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８１４０１００８５ 

工事件名 
象の鼻地区整備工事（その１７）（緑地整備工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（３）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、２４７，０９６，５００円に満たない者は、本 
  件工事契約を締結できない。なお、基準日は開札日とする（公告本文８（９）を参照 
  ）。 
  ア 平成１９・２０年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の造園に 
   係る工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成１９・２０年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の造園に 
   係る工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８２１０１０２９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑水再生センター電気機械棟等改築工事（建築工事） 

施工場所 
都筑区佐江戸町２５番地 

工事概要 

電気機械棟、第二ポンプ室、水処理電気室、処理水再利用施設、消毒棟及び砂ろ過棟（外 
壁改修工、外部建具廻り改修工、屋上防水工 ほか） 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１０日まで 

予定価格 ９６，４００，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６５  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０２９４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その４） 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目１２番１０地先から１５番１地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工７４か所、接続雨水浸透ます設置工７６か所 

工期 契約締結の日から平成２１年 １月３０日まで 

予定価格 ５７，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０８２１０１０２９４番及び   
０８２１０１０２９５番の工事件名を併記すること。 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５３７  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０２９４ 

工事件名 
港北処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０８２１０１０２９５番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号０８２１０１０２９４番及び０８２１０１０２９５ 
  番の合計金額を契約番号０８２１０１０２９４番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０８２１０１０２９４番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８２１０１０２９５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その４）に伴う付帯工事 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目１２番１０地先から１５番１地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、２１７か所） 

工期 契約締結の日から平成２１年 １月３０日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０８２１０１０２９４番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０８２１０１０２９４番に記載する。 

提出書類 

契約番号０８２１０１０２９４番に記載する。 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０８２１０１０２９４番の工事と合併入札を行う。 
なお、その他の注意事項については、契約番号０８２１０１０２９４番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５３７  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０２９８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区柳地区下水道改良工事（その５） 

施工場所 
金沢区柳町２番７地先から２９番１７地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝３６０．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１８日まで 

予定価格 ７０，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０２９９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
玄海田公園運動広場・駐車場基盤整備工事 

施工場所 
緑区長津田みなみ台三丁目１番 

工事概要 

法面整形工１，７８０ｍ２、床堀工１，３２１ｍ２、埋戻工７０４ｍ２、塩ビ管布設工Ｌ 
＝６３０ｍ、Ｕ型雨水浸透側溝工Ｌ＝５８４ｍ、管路工Ｌ＝４，３３２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ２月２０日まで 

予定価格 ７８，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿 
のいずれかにおいて土木部門に登載されている者、又は平成１８年８月１日から平成２０ 
年７月３１日までの間に完成した工種「土木」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱 
規程第９条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条、交通局請負工事検査事務 
取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく 
工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した 
月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 

高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８年度優良工事請負業者 
表彰名簿又は平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提 
出不要。） 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－４１２６  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０３０４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第二水再生センター汚水ポンプ（１１号機）設備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

立軸斜流ポンプ製作・据付１台（口径：５００ｍｍ）、電動機製作・据付１台 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

予定価格 ３６，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）における口径 
４００ｍｍ以上のポンプ設備工事（新設、増設又は更新工事に限る。）の元請としての施 
工実績を有し、かつ、同設備は開札日において１年以上の稼動実績を有すること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けてい 
る者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事を施工した施設の名称、ポ 
ンプの口径及び稼動開始日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の 
写し等の書類を添付すること。） 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５３  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０３０４ 

工事件名 
栄第二水再生センター汚水ポンプ（１１号機）設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（２）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する主任 
  技術者又は監理技術者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係 
  る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８２１０１０３０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区根岸地区下水道再整備工事（その１８） 

施工場所 
磯子区下町５番２３号地先から西町６番１０号地先まで 

工事概要 

ヒューム管布設工（Φ７００ｍｍ、Ｌ＝５８ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ 
５００ｍｍ、Ｌ＝３７２．２ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０ｍｍ～Φ５００ｍｍ、Ｌ＝ 
２２０．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２１年 ７月３１日まで 

予定価格 ８８，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０３０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第一水再生センター水処理施設（第４・５系列）覆蓋整備工事 

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番１号 

工事概要 

覆蓋工一式、付帯工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月２７日まで 

予定価格 ３４９，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４７  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２１０１０３１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川水再生センター 初沈殿池覆蓋整備工事 

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地 

工事概要 

覆蓋工一式、付帯工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月３１日まで 

予定価格 １８４，６９０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１９年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４７  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２２０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢工場電動機補修工事 

施工場所 
金沢区幸浦二丁目７番１ 

工事概要 

電動機補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 １月２０日まで 

予定価格 ２，８６３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、電圧２００Ｖ以上の電動機設備設置工事の元請として 
の施工実績を有すること。 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局金沢工場 電話 ０４５－７８４－９７１１  

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

 



横浜市報調達公告版 

                                第 48 号 平成 20 年８月 26 日発行 

                                                    

                        39

契約番号 ０８２３０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
十日市場住宅建替工事（準幹線３号道路整備及び付帯工事その１） 

施工場所 
緑区十日市場町１２９６番地先 

工事概要 

雨水桝築造工１４か所、人孔築造工１３か所、塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ３５０ｍ 
ｍ、Ｌ＝２６３ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月２４日まで 

予定価格 ６６，６１０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０８２３０１００３０番及び   
０８２３０１００３１番の工事件名を併記すること。 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２３０１００３０ 

工事件名 
十日市場住宅建替工事（準幹線３号道路整備及び付帯工事その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０８２３０１００３１番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号０８２３０１００３０番及び０８２３０１００３１ 
  番の合計金額を契約番号０８２３０１００３０番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０８２３０１００３０番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０８２３０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
十日市場住宅建替工事（準幹線３号道路整備及び付帯工事その２） 

施工場所 
緑区十日市場町１２９６番地先 

工事概要 

造成土工（掘削工１０，６１６ｍ３、ブルドーザ敷均し締固め工１２，０１１ｍ３）、道 
路土工（掘削工３，４３２ｍ３）、排水土工（掘削工６２９ｍ３、埋戻工５６５ｍ３、山 
留工一式） ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月２４日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０８２３０１００３０番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０８２３０１００３０番に記載する。 

提出書類 

契約番号０８２３０１００３０番に記載する。 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０８２３０１００３０番の工事と合併入札を行う。 
なお、その他の注意事項については、契約番号０８２３０１００３０番に記載する。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２４０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
万里歩道橋新設工事（基礎工その２） 

施工場所 
西区高島二丁目１０番地先 

工事概要 

基礎工（場所打ち杭、Φ２，０００ｍｍ、Ｌ＝４１．８ｍ、１本） ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１８日まで 

予定価格 ４６，５４０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した次の（１）及び（２）の工事の元請としての施工実績を 
有すること（（１）及び（２）は別工事でも可。当該施工実績が共同企業体の構成員とし 
ての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 
（１）杭長２５ｍ以上の杭基礎工（場所打ち杭に限る。）を含む工事 
（２）杭径２，０００ｍｍ以上の場所打ち杭（深礎杭は除く。）の築造工を含む工事 

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局都市再生推進課 電話 ０４５－６７１－３５４３  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８２４０１００１９ 

工事件名 
万里歩道橋新設工事（基礎工その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） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等）。 （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習 
修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて 
いる者は提出不要。）。 （４）施工実績調書（工事内容欄に杭基礎工を含む工事の場所 
打ち杭の種類及び杭長、並びに場所打ち杭の築造工を含む工事の場所打ち杭の種類及び杭 
径を実績ごと記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を 
添付すること。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 ０８２４０１００２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅前地区中央土地区画整理事業住宅施設新築工事 

施工場所 
戸塚区戸塚町５１３７番地 

工事概要 

木造、地上２階建、延床面積５５．８２ｍ２ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ９，６５７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局戸塚中央区画整理事務所 電話 ０４５－８６６－２４７０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８３１０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内公園施設修繕工事（その２） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工、植栽修繕 
工 

工期 契約締結の日から平成２０年１１月３０日まで 

予定価格 ３，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７３  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８３７０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
一般国道１号保土ケ谷区岩井町地内舗装補修工事（夜間・切削） 

施工場所 
保土ケ谷区岩井町４４番地先から８０番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工７，８７６ｍ２、区画線設置工Ｌ＝３，５４３ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２０年１１月２８日まで 

予定価格 ７３，８２０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿 
のいずれかにおいて土木部門に登載されている者、又は平成１８年８月１日から平成２０ 
年７月３１日までの間に完成した工種「ほ装」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱 
規程第９条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱規程第１０条、交通局請負工事検査事務 
取扱規程第１０条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱規程第１０条に基づく 
工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した 
月が 新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 

高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であること 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。）。）（３）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１８年度優良工事請負業 
者表彰名簿又は平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は 
提出不要。） 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８７１０１０１９５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
今宿中学校昇降機室増築その他工事 

施工場所 
旭区今宿東町８２５番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上４階建、延床面積７１．８４ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月１９日まで 

予定価格 ６０，４７０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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水道局調達公告第 40 号 

総合評価一般競争入札の施行 

次のとおり、「西谷３号配水池耐震補強工事」について、総合評価一般競争入札を行う。 

平成20年８月26日 

 

横浜市水道事業管理者 

水道局長  齋 藤 義 孝 

 

 

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（平成 20 年３月水道局規定第７号）第２条の規定により読み替えて準用する

横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

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

者であること。 

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

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

市請負工事等総合評価落札方式実施要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事

請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 

 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札参加者は、工事ごとの総合評価落札方式実施要領書（以下「実施要領書」という。）に定めると

ころにより、技術資料を行政運営調整局契約第一課へ提出すること。 

  なお、提出後の技術資料の修正及び追加等は、提出期間内であっても認めない。 

 (2)  設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

 

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

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

、認めない。 

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

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準

（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

水 道 局 
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なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程

度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す

る入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 技術資料の提出をしない者が行った入札、又は実施要領書の定めに従わない技術資料を提出した者が

行った入札 

(4) 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 

(5) 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 

(6) 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 

(7) 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Ｉ

Ｃカードを用いて行った入札 

 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 

技術資料の審査及び技術評価点の算出については、工事ごとに定める実施要領書に基づき行う。 

 

６ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

(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及び当該価

格を、原則として開札日に入札参加者に通知する。 

(2) ５により算出した入札者ごとの技術評価点及び入札価格を基に、実施要領書に定める方法により、評

価値を算出する。 

(3) 次に掲げる要件をすべて満たす入札者のうち、(2)により算出した評価値が も高い者を落札予定者

とし、原則として開札日の翌開庁日に入札参加者に通知する。 

ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

イ 入札者が提出した技術資料が、実施要領書で明示する技術資料の要求要件のうち、必須とされた項

目の 低要求要件をすべて満たしていること。 

ウ 評価値が、標準点を予定価格（単位：億円）の 105 分の 100 で除して得た数値を下回っていないこ

と。 

(4) 落札予定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り、横浜市工事請負契約に係る低入

札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）第４条第１項第４号の「当該契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあると認められる場合」として、平成 20 年６月 10 日付「「横浜市工事請負契約

に係る低入札価格取扱要綱」の取扱いについて」の１に定める失格基準（以下「失格基準」という。）

に該当する場合には、その者を落札者としない。この場合、(3)の要件をすべて満たす者のうち、次に

評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

(5) 失格基準に該当した者を除き、評価値の同じ落札予定者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを

引かせて落札予定者１者を決めるものとする。この場合、当該落札予定者入札者のうちくじを引かない
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者があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせ落札予定者を決定

するものとする。 

(6) 落札決定を保留した後、落札予定者が入札参加資格を満たすものであるかを確認する。 

(7) （6）の入札参加資格の確認の結果により、落札予定者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

 ア 当該落札予定者が入札参加資格を満たす者であると確認した場合には、その者を落札者とし、入札

参加者にその旨を通知する。 

 イ 当該落札予定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をした他の者のうち次に評価値の高い

者を新たに落札予定者とし、（6）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

手続きを繰り返す。 

(8) （6）の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札予定者は、工事ごとに定める提出書類等を、別

に指定した日時までに行政運営調整局契約第一課へ提出し、また確認のための指示に従わなければなら

ない。指定した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、当該落札予定者は

入札参加資格を満たす者でないとし、（7）イの手続により落札者を決定する。 

(9) （7）イの手続により、落札予定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、

当該落札予定者に通知する。 

(10) 落札予定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り、失格基準に該当しない場合は、

（6）の入札参加資格の確認とあわせて横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱第 13 条に定めると

おり、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）に定める調査を

行う。 

(11) (10)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次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

(12) (10)の調査にあたっては、当該落札予定者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日

時までに行政運営調整局契約第一課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならな

い。上記の期限まで に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(11)に該当するもの

とし、当該落札予定者を落札者としないものとする。 

(13) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、工事ごとに定める技術

者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満

たす技術者を、（8）により提出された入札参加資格確認資料に記載した技術者とは別に、施工現場に

専任で 1 名配置しなければならない（特定建設共同企業体の場合、各構成員が配置すること。）。この

場合、当該技術者について、配置技術者（変更）届出書（第６号様式）及び必要書類を別に指定した

日時までに行政運営調整局契約第一課へ提出すること。 

 (14) （12）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、(11) に該当するものとし、当該落札予定者を落札者としないも

のとする。 

 (15) 落札者の決定にあたって、横浜市請負工事等総合評価落札方式実施要綱第５条第３項で定める学識

経験者の意見聴取を行った場合は、その結果を考慮し、落札予定者を落札者として決定する。 

 (16) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札予定者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置

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

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

次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

29 条までの規定による。 

 

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

まない。 

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

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

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

(1) ７(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条第 1 項に定める契約保証金

の額は、契約金額の100分の 30 以上とする。 

(2) ８(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約

を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場

合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 契約金額にかかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

(4) 契約金額にかかわらず、横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第 11 条第１項第１号に定める工種

を主たる工種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 

(5) 工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。 

 

１０ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置予定技術者の届出後、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) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 

(7) 入札に参加した者は、入札締切後、正当な理由なく落札者となることを辞退することはできないもの

とする。 

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

置要綱第２条の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札予定者となった者が、６(8)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予定者となった者が、低入札要綱第

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

を除く。） 

(9) ６（6）の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項

の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 19・20 年度の横浜市入札参加資格

審査申請における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格

欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）

の８割に満たない者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適



横浜市報調達公告版 

                                第 48 号 平成 20 年８月 26 日発行 

                                                    

                        52

格性に欠ける者となるので留意すること。 

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

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

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約

第一課あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならない

。 

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

市のホームページを参照すること。 

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

前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市請負工事等総合評価落札方式

実施要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定

めるところによるものとする。 
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契約番号 ０８５２０１１１４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷３号配水池耐震補強工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

上床版補強工一式、下床版補強工一式、導流壁補強工一式 ほか 

工期 契約締結の日から６３０日間 

予定価格 １３８，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２０年 ９月１２日（金）午前 ９時００分から 
平成２０年 ９月１７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年１０月 １日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 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 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５２０１１１４９ 

工事件名 
西谷３号配水池耐震補強工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は総合評価落札方式対象工事である。詳細は、本件工事の総合評価落札方 
  式実施要領書に定めるところによる。 
   総合評価落札方式実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロードすること 
  。  
   ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２０年９月１日 
   ・技術資料の受付期間：平成２０年９月１２日から平成２０年９月１７日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２０年１０月上旬 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第 41 号 

一般競争入札の施行 

次のとおり、「青山沈澱池耐震補強工事（その１）」ほか５件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成20年８月26日 

 

横浜市水道事業管理者 

水道局長  齋 藤 義 孝 

 

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（平成 20 年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する

横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

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

であること。 

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

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け

ていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

。 

 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、８(9)に定める場合を除く。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

 

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

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

、認めない。 

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

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準

（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む。）と同

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
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望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第 19 条の規定に該当

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

者が行った入札 

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

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

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

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

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

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

Ｃカードを用いて行った入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名

及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

時までの間に行政運営調整局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならな

い。上記期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加

資格を満たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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



横浜市報調達公告版 

                                第 48 号 平成 20 年８月 26 日発行 

                                                    

                        57

29 条までの規定による。 

 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

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

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成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、又は取り消すことがある。 

(6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 

(7) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5)に定める書類の提出をしない場合 

(8) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項の

規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は

、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 19・20 年度の横浜市入札参加資格

審査申請における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格

欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）

の８割に満たない者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適

格性に欠ける者となるので留意すること。 

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

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

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約

第一課あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならない

。 

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

市のホームページを参照すること。 

(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、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負

関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０８５２０１１１５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青山沈澱池耐震補強工事（その１） 

施工場所 
相模原市津久井町青山３４８２番地 

工事概要 

沈澱池補強工（コンクリートポンプ車打設工）、水路改修工（コンクリートポンプ車打設 
工）、法面補強工（場所打ち杭（鋼管杭）、Φ２６７．４ｍｍ～Φ３１８．５ｍｍ、１４ 
本） ほか 

工期 契約締結の日から３３０日間 

予定価格 １２５，０３０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５２０１１１５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川井ろ過池更生工事 

施工場所 
旭区上川井町２５５５番地 

工事概要 

ろ材洗浄工一式、ろ過池内補修工一式、ろ過池塗装工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ２０，６００，０００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 その他 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、浄水場におけるろ過池更生工事の元請としての施工実 
績を有し（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分 
の２以上のものに限る。）、かつ水道施設工事業に係る建設業許可を有すること。 

提出書類 

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

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局川井浄水場 電話 ０４５－９２１－１１７４  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５２０１１１５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川上町ほか１か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
戸塚区川上町４９５番１３地先から５３６番地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝１，２３７ｍ ほか）、給 
水管取付替工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１５５日間 

予定価格 １３１，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した次のいずれかの工事の施工実績を有すること（当該施工 
実績が、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに 
限る。）。 
（１）管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の元請としての施工実績 
（２）本市発注の、管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の下請としての施工実績 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に布設した導送配水管の種類、管径及び延長を 
記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること 
。ただし、下請実績を証明する場合は、施工内容を確認できる注文書及び注文請書等の写 
しと、施工体系図の写し又は下請負人選定通知書の写しを添付すること。） 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）工事仕様書において横浜市水道局指定給水装置工事事業者による施工について定め 
  があるので留意すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

工事担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５２０１１１５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
綱島西五丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区綱島西五丁目１番１号地先から４番１７号地先までほか１か所 

工事概要 

ダグタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝４７０ｍ ほか）、給水管 
取付替工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１７０日間 

予定価格 ５１，５６０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した次のいずれかの工事の施工実績を有すること（当該施工 
実績が、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに 
限る。）。 
（１）管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の元請としての施工実績 
（２）本市発注の、管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の下請としての施工実績 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に布設した導送配水管の種類、管径及び延長を 
記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること 
。ただし、下請実績を証明する場合は、施工内容を確認できる注文書及び注文請書等の写 
しと、施工体系図の写し又は下請負人選定通知書の写しを添付すること。） 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）工事仕様書において横浜市水道局指定給水装置工事事業者による施工について定め 
  があるので留意すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５２０１１１５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新子安一丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
神奈川区新子安一丁目９番１９号地先から１１番１４号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝４９７ｍ ほか）、給水管 
取付替工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１５５日間 

予定価格 ５１，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 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 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した次のいずれかの工事の施工実績を有すること（当該施工 
実績が、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに 
限る。）。 
（１）管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の元請としての施工実績 
（２）本市発注の、管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の下請としての施工実績 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に布設した導送配水管の種類、管径及び延長を 
記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること 
。ただし、下請実績を証明する場合は、施工内容を確認できる注文書及び注文請書等の写 
しと、施工体系図の写し又は下請負人選定通知書の写しを添付すること。） 

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）工事仕様書において横浜市水道局指定給水装置工事事業者による施工について定め 
  があるので留意すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５２０１１１６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北配水池計装設備更新工事（その１）（計装設備工事） 

施工場所 
都筑区二の丸１４番１号 

工事概要 

配水池計装盤製作・据付一式、コントロールセンタ製作・据付一式 

工期 契約締結の日から平成２１年 ３月２７日まで 

予定価格 ８９，０１０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、上水道施設又は工業用水道施設における、ポンプ設備 
又は水処理設備を運転・制御するためのプラント電気設備工事（新設、増設又は更新工事 
に限る。）の元請としての施工実績を有し、かつ同設備は開札日において１年以上の稼動 
実績を有すること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）施工実績調書（工事内容欄に工事を施工した施設の名称、工事概要及び当 
該設備の稼動開始日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等 
の書類を添付すること。）  

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

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

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は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 水道局設備課 電話 ０４５－３３７－０８４１  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５２０１１１６５ 

工事件名 
港北配水池計装設備更新工事（その１）（計装設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事において製作・据付する監視制御設備の設計、施工、品質管理及び緊急時 
  の対応について、特記仕様書において定めがあるので留意すること。 
（２）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理 
  技術者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的 
  な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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交通局調達公告第 32 号 

一般競争入札の施行 

次のとおり、「横浜・高島町間軌道改良及びその他工事」について、一般競争入札を行う。 

平成20年８月26日 

 

横浜市交通事業管理者 

交通局長  池 田 輝 政 

 

１ 入札参加資格 

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

べて満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成 20 年３月交通局規程第 11 号）第２条の規定により読み替えて準用する

横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

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

であること。 

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

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け

ていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

。 

 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、８(9)に定める場合を除く。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

 

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

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

、認めない。 

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

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準

（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む。）と同

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第 19 条の規定に該当

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

者が行った入札 

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

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

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

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

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

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

Ｃカードを用いて行った入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名

及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

時までの間に行政運営調整局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならな

い。上記期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加

資格を満たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 
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(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

29 条までの規定による。 

 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

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

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成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、又は取り消すことがある。 

(6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 

(7) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5)に定める書類の提出をしない場合 

(8) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項の

規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は

、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 19・20 年度の横浜市入札参加資格

審査申請における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格

欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）

の８割に満たない者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適

格性に欠ける者となるので留意すること。 

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

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

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約

第一課あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならない

。 

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

市のホームページを参照すること。 

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

前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負

関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０８５３０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜・高島町間軌道改良及びその他工事 

施工場所 
西区南幸一丁目９番から中区花咲町１丁目３４番まで 

工事概要 

レール交換工Ｌ＝１，３７６ｍ、マクラギ交換工３，４９１本、継目部マクラギ交換工 
１００か所、コンクリート道床切下げ工Ｌ＝１，１６３ｍ、縦断側溝整備工Ｌ＝ 
１，１６６ｍ、横断側溝整備工２７０か所、信号保安設備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２８日まで 

予定価格 ５６４，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：軌道工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 （２）構成員の数は２者であること 
。 （３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出 
資額の１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業 
体構成員中 大であること。 （４）構成員の組み合わせは、入札参加資格を満たす者に 
よる組み合わせであること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ 
ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不 
要。） （３）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２０年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２０年 ９月１０日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８２  

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０８５３０１００１９ 

工事件名 
横浜・高島町間軌道改良及びその他工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（３）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、５９２，９０３，５００円に満たない者は、本 
  件工事契約を締結できない。なお、基準日は開札日とする（公告本文８（８）を参照 
  ）。 
  ア 平成１９・２０年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の土木に 
   係る工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成１９・２０年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の土木に 
   係る工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 


