
横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        1

第 70 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 

△ 一般競争入札（予定価格の事後公表試行対象工事）の施行 
  （栄処理区戸塚区鳥が丘地区下水道再整備工事（その11） ほか５件）･････････････････････････２ 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （建設課南担当管内管理用地維持工事（その２） ほか92件）･････････････････････････････････13 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（横浜環状北西線環境影響評価準備書概要パンフレット 102,000部 ほか68件）･･･････････････114 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （横浜市子育て応援特別手当受付センター業務等委託 一式）････････････････････････････････186 

△ 特定調達契約の落札者等の決定････････････････････････････････････････････････････････････188 
 
【水道局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （大久保二丁目ほか１か所口径100ｍｍから200ｍｍ配水管布設替工事 ほか７件）･･････････････189 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
  （検針ハンディターミナル用バッテリーパック（キヤノン） 500個ほか  ほか８件）･･･････････201 

△ 一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行 
  （小雀３・４号配水池耐震補強に伴う設計業務委託（その２） ほか５件）･･･････････････････････213 
 
【交通局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （センター南駅トップライトサッシュ防水改修工事 ほか１件）･･････････････････････････････222 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
  （バッテリー（新神戸電機） 180個ほか（概算） 同等品可 ほか２件）･････････････････････227 
 
【正誤】････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････233 
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横浜市調達公告第 258 号 

一般競争入札（予定価格の事後公表試行対象工事）の施行 

次のとおり、「栄処理区戸塚区鳥が丘地区下水道再整備工事（その 11）」ほか５件の工事について、一般

競争入札を行う。 

平成21年８月18日 

 

契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

 

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 21・22 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要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、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

調 達 公 告 
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契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

た者が行った入札 

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

札 

(5) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共

同企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 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 
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(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要領第 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) 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 21・22 年度の横浜市入札参加資格

審査申請（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録されているもの。）

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（消費税

及び地方消費税相当額を含む。））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（消費税及び地方消費税相当額を含む。））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
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事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９２１０１０２７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区戸塚区鳥が丘地区下水道再整備工事（その１１） 

施工場所 
戸塚区鳥が丘９０番地先から９８番１地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、８２か所） 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、戸 
塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（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 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 ０９２１０１０２８２ 

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５） 

施工場所 
青葉区荏田北二丁目１５番１４地先から１８番３６地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工１１３か所 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０９２１０１０２８２番及び   
０９２１０１０２８３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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 環境創造局管路整備課 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 ０９２１０１０２８２ 

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５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事は契約番号０９２１０１０２８３番の工事と合併入札を行う。 
   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。 
（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）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０９２１０１０２８２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 ０９２１０１０２８３ 

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５）に伴う付帯工事 

施工場所 
青葉区荏田北二丁目１５番１４地先から１８番３６地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、９３か所） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月２６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０９２１０１０２８２番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０９２１０１０２８２番に記載する。 

提出書類 

契約番号０９２１０１０２８２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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０９２１０１０２８２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０９２１０１０２８２番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 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 ０９３５０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中里町第三公園ほか２公園再整備工事 

施工場所 
南区中里二丁目１２番ほか２か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工 ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４  

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 ０９４６０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄区桂台西二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
栄区桂台西二丁目８４８番２０号地先から１１８０番８５号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１０９ｍ２、雨水桝蓋及び枠修繕工４７か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１０月３０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（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 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１  

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 ０９７１０１０１３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
笹下中学校屋内運動場改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
港南区港南五丁目８番１号 

工事概要 

屋内運動場改修工（延床面積６５５ｍ２）、外壁改修工、建具取替工、既存防火シャッタ 
ー危害防止装置取付工 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあるこ 
と。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（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 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５  

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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横浜市調達公告第 259 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「建設課南担当管内管理用地維持工事（その２）」ほか 92 件の工事について、一般競争入札

を行う。 

平成21年８月18日  

 

契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

 

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 21・22 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要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、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。 
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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) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共

同企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 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。 
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(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要領第 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) 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 21・22 年度の横浜市入札参加資格

審査申請（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録されているもの。）

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
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事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９１２０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
建設課南担当管内管理用地維持工事（その２） 

施工場所 
建設課南担当管内一円 

工事概要 

掘削工２３ｍ３、Ｌ型側溝築造工Ｌ＝１００ｍ、地先境界ブロック工Ｌ＝１００ｍ、アス 
ファルト舗装工２００ｍ２ 道路除草工６，０００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ７，０９０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内の 
いずれかにあること。 

提出書類 

（１）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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４  

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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        18

契約番号 ０９１２０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道中山２８０号線ソーラー安全灯設置工事 

施工場所 
緑区上山二丁目２番地先 

工事概要 

ＬＥＤソーラー照明灯設置工８基 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１６日まで 

予定価格 ８，５３０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

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 ０９１４０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ふ頭第２変台変電設備改修工事 

施工場所 
中区山下町２７９番地 

工事概要 

変電設備設置工一式、撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月１０日まで 

予定価格 ６，６７３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２０年度優良工事請負業者表彰名 
  簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること。 
（２）平成１９年８月１日から平成２１年７月３１日までの間に完成した工種「電気」に 
  係る工事の横浜市工事請負検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局工事請負検査事務 
  取扱要綱第８条、交通局工事請負検査事務取扱要綱第７条及び横浜市病院経営局工事 
  請負検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定点（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 
  。）が８０点以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業
法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間）が確認で
きる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４）工事完成検査
結果通知書の写し（ただし、平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２０年度優良工
事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者は提出不要。） 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 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 ０９１４０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１地区水際線照明設備改修工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目 

工事概要 

ＬＥＤ照明器具取付工８６台、既設蛍光灯器具撤去・改造工４３台 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ３，７６８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０９１４０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｂ－５号上屋事務所ほか電気設備改修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭３番３ほか 

工事概要 

照明器具更新工１０２個、スイッチ更新工３５個、コンセント更新工６４個、電力量計更 
新工４０個、撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２２日まで 

予定価格 ３，５２５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあるこ 
と。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０９１４０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山内ふ頭上屋屋根外壁塗装等工事 

施工場所 
神奈川区山内町１３番 

工事概要 

屋根外壁等塗装工１２，２７９ｍ２、シーリング打替え工Ｌ＝８９１ｍ 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月２５日まで 

予定価格 ３１，６８０，０００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 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 ０４５－６７１－７３２８  

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 ０９１４０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大黒ふ頭鉄鋼上屋屋根改修工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭構内 

工事概要 

天窓新替工８か所、天窓新設工５か所、屋根折板塗装工６，７３３ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月２４日まで 

予定価格 ４０，９３０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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）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 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 ０４５－６７１－７３２８  

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 ０９１４０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｂ－９号上屋屋根防水工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭構内 

工事概要 

屋根シート防水工４，５３５ｍ２ 

工期 契約締結の日から７５日間 

予定価格 ２９，１７０，０００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 防水 

格付等級 - 

登録細目 【防水：防水工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 ０４５－６７１－７３２８  

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 ０９１４０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ふ頭４号上屋外壁改修工事 

施工場所 
中区山下ふ頭構内 

工事概要 

シャッター塗装工１，２２５ｍ２、防潮扉塗装工３００ｍ２、建具塗装工３５４ｍ２、外 
壁吹付工１，５２９ｍ２、腰壁吹付工５１５ｍ２、外壁及び腰壁等シール打替え工Ｌ＝ 
８０１ｍ、シャッター及び開口部廻りシール打替え工Ｌ＝６１３ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ２５，４７０，０００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２１・２２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）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 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 ０４５－６７１－７３２８  

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 ０９２１０１０２７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区野庭地区下水道工事 

施工場所 
港南区野庭町６０４番３地先から６０６番１地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝６１．４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ６，６５０，０００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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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 ０９２１０１０２７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区洋光台地区下水道改良工事（その５） 

施工場所 
磯子区洋光台四丁目５番２７号地先から４２番３８号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝７９．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ８，２３０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 ０９２１０１０２７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区栗木地区下水道改良工事 

施工場所 
磯子区栗木三丁目１３番地先から１４番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝４８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月２０日まで 

予定価格 １３，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、中区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 
（２）平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２０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１９年８月１日か 
  ら平成２１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 
  請負検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、交通 
  局請負工事検査事務取扱要綱第７条若しくは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱 
  要綱第８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７５点以上の 
  者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業
法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間）が確認で
きる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４）工事完成検査
結果通知書の写し（ただし、平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２０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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 ０９２１０１０２７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区青葉区さつきが丘地区下水道再整備工事 

施工場所 
青葉区さつきが丘１番１７地先から１０番４３地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ、４０か所） 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 １６，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１  

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 ０９２１０１０２７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区旭区柏地区下水道再整備工事 

施工場所 
旭区柏町３９番地先から４１番地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、８４か所） 

工期 契約締結の日から平成２１年１０月３０日まで 

予定価格 １４，１４０，０００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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 ０９２１０１０２８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区磯子地区下水道再整備工事（その１０） 

施工場所 
磯子区磯子三丁目１４番地先から森一丁目４番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝１５８．８ｍ）、小口径推進工（Φ 
３００ｍｍ、Ｌ＝４３．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ７月３０日まで 

予定価格 ３６，２８０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １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）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設  
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること  
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

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 ０９２１０１０２８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区川和地区下水道整備工事（その４８） 

施工場所 
都筑区川和町２２０７番５６地先から２２１４番５地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工１７か所 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２９日まで 

予定価格 ２９，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０９２１０１０２８４番及び   
０９２１０１０２８５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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１３  

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 ０９２１０１０２８４ 

工事件名 
都筑処理区川和地区下水道整備工事（その４８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０９２１０１０２８５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０９２１０１０２８４番及び０９２１０１０２８５ 
  番の合計金額を契約番号０９２１０１０２８４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          
  ０９２１０１０２８４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 ０９２１０１０２８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区川和地区下水道整備工事（その４８）に伴う付帯工事 

施工場所 
都筑区川和町２２０７番５６地先から２２１４番５地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１５４．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０９２１０１０２８４番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０９２１０１０２８４番に記載する。 

提出書類 

契約番号０９２１０１０２８４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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０９２１０１０２８４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０９２１０１０２８４番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１３  

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 ０９２１０１０２８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑水再生センター汚泥調整槽（Ｎｏ．３）防食整備工事 

施工場所 
都筑区佐江戸町２５番地 

工事概要 

覆蓋工一式、防食工一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月１８日まで 

予定価格 ３３，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２０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であること。 
（２）平成１９年８月１日から平成２１年７月３１日までの間に完成した工種「土木」に 
  係る工事の横浜市工事請負検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局工事請負検査事務 
  取扱要綱第８条、交通局工事請負検査事務取扱要綱第７条及び横浜市病院経営局工事 
  請負検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定点（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 
  。）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）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 （４）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１９年度優良工事請負 
業者表彰名簿又は平成２０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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２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 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 ０９２１０１０２９２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター南側第３系列脱臭等機械設備工事 

施工場所 
港北区太尾町１８０５番地 

工事概要 

活性炭吸着塔製作・据付１基、脱臭ファン製作・据付２台、ミストセパレータ製作・据付 
１台、手動蝶形弁製作・据付４台、薬品注入ポンプ製作・据付１台 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１５日まで 

予定価格 ４０，５６０，０００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 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又はその他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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 ０９２１０１０２９６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区新石川地区下水道整備工事（その１４） 

施工場所 
青葉区新石川四丁目２０番地先 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝１４２．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１８日まで 

予定価格 ２３，３４０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）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 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９７０  

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 ０９２２０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷工場クレーン定期検査補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地 

工事概要 

ごみクレーン補修工３基、灰クレーン補修工１基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１８日まで 

予定価格 １７，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：クレーン工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 資源循環局保土ケ谷工場 電話 ０４５－７４２－３７１１  

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 ０９２２０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭工場送風機補修工事 

施工場所 
旭区白根二丁目８番１号 

工事概要 

誘引通風機整備工１基、オメガクラッチ整備工１基 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ６，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－９５３－４８５１  

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 ０９２２０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見工場排水処理設備補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地の１ 

工事概要 

集水ストレーナ交換工７２個、充填剤（アンスラサイト、ろ過砂及び支持砂利）交換工一 
式、弁類補修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２９日まで 

予定価格 ２，４２９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局鶴見工場 電話 ０４５－５２１－２１９１  

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 ０９２２０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子検認所し尿圧送施設補修工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３８番地 

工事概要 

浄化槽汚泥し渣脱水機補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ２，１６４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２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 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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４３  

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 ０９２２０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場補助ボイラー及び第一種圧力容器定期検査整備工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

補助ボイラー補修工１基、工場棟熱交換器（第一種圧力容器）補修工１基 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月２７日まで 

予定価格 １，４７８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：ボイラー工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１  

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 ０９２２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷工場ＩＴＶ設備補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地 

工事概要 

ストックヤード監視設備設置工一式、ごみピット監視カメラ設備補修工一式、補助ボイラ 
監視カメラ設備設置工一式 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１８日まで 

予定価格 ６，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気通信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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局保土ケ谷工場 電話 ０４５－７４２－３７１１  

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 ０９２２０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区品濃町 終処分場に係る特定支障除去工事（その９） 

施工場所 
戸塚区品濃町１６２２番地 

工事概要 

水中ポンプ設置１台（三相２００Ｖ、５．５ｋＷ）、電気設備工一式 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 １１，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局産業廃棄物対策課 電話 ０４５－６７１－３８１１  

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 ０９２３０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見図書館エレベーター更新工事 

施工場所 
鶴見区鶴見中央二丁目１０番７号 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（マシンルームレス、定格速度４５ｍ／分、定格積載量 
７５０ｋｇ、定員１１人、乗用）、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月２６日まで 

予定価格 ２４，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５  

契約事務担当課 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 ０９２３０１００１４ 

工事件名 
鶴見図書館エレベーター更新工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理 
  技術者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的 
  な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０９２４０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中村町南住宅第２期改良住宅新築工事（屋外整備工事） 

施工場所 
南区中村町５丁目３１５番６の一部 

工事概要 

アスファルト舗装工３３７．５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２２日まで 

予定価格 ８，９６０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、南区内又は港南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０４５－６７１－２９７３  

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 ０９２６０１００１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢地区センター・金沢図書館再整備工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
金沢区泥亀二丁目１４番５号 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（マシンルームレス、定格速度４５ｍ／分、定格積載量 
７５０ｋｇ、定員１１人、乗用）、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月２９日まで 

予定価格 ２８，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６  

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 ０９２６０１００１０ 

工事件名 
金沢地区センター・金沢図書館再整備工事（昇降機設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理 
  技術者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的 
  な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０９２８０１０００３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ自然換気窓改修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地の２ 

工事概要 

換気窓オペレーター取替工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１０月３０日まで 

予定価格 ４，９９０，０００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 建具 

格付等級 - 

登録細目 【建具：建具工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

建具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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１６  

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 ０９３１０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内道路整備工事（その３） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１４０ｍ、雨水桝築造工５か所、地先境界ブロック工Ｌ＝２５ｍ、アスフ 
ァルト舗装工５５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２９日まで 

予定価格 １０，２８０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は西区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１  

契約事務担当課 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 ０９３１０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
殿山公園ほか３公園施設改良工事 

施工場所 
鶴見区馬場三丁目１１番ほか３か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１５日まで 

予定価格 １８，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 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  
 



横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        53

契約番号 ０９３１０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道川崎町田（江ケ崎及び矢向地区）舗装補修工事 

施工場所 
鶴見区江ケ崎町８番７５号地先から矢向一丁目９番８号地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工５，０９３ｍ２、アスファルト舗装工１，４１５ｍ２、雨水桝枠取替 
工２０か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月２０日まで 

予定価格 ４６，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のい 
ずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１  

契約事務担当課 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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        54

契約番号 ０９３２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２２か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、２５か所）、雨 
水桝修繕工１０か所、塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ、８か所）、接続桝築造工８か所 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １９，２８０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、西区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約事務担当課 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 ０９３２０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区西寺尾一丁目地内ほか１か所舗装補修工事（その２） 

施工場所 
神奈川区西寺尾一丁目１５番８号地先から４番２４号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，００９ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１０９ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 １４，４４０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６５  

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 ０９３２０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区六角橋四丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区六角橋四丁目１５番地先から２４番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，５４１ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝１５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月１６日まで 

予定価格 １２，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６５  

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 ０９３２０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区西寺尾一丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区西寺尾一丁目２４番地先から鶴見区馬場七丁目７番地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，４２０ｍ２、区画線設置工１，６６３ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１４日まで 

予定価格 ２５，７８０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のい 
ずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６５  

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 ０９３３０１００２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工９５０ｍ２、インターロッキングブロック舗装工１００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １３，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、南区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

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 ０９３４０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

溶融噴射式路面カラー塗装工８００ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２，８１５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

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 ０９３４０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内公園施設修繕工事（その２） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、遊戯施設修繕工、植栽修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月２８日まで 

予定価格 ４，４８０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉 
区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

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 ０９３４０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝２００ｍ、雨水桝設置工１０か所、小型重力式擁壁工（Ｈ＝１ｍ、Ｌ＝ 
２０ｍ）、アスファルト舗装工７５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月１５日まで 

予定価格 １５，５００，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

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 ０９３４０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区吉田町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
中区吉田町３番地先から５番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，４５０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，０９４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から５０日間 

予定価格 ２０，２７０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        63

契約番号 ０９３４０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区本牧三之谷地内舗装補修工事 

施工場所 
中区本牧三之谷９番地先から１６番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６８１ｍ２、区画線設置工Ｌ＝８８５ｍ ほか  

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １４，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

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 ０９３５０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区永田北二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
南区永田北二丁目２６番５号地先から４７番１号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，９３８ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２６８ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 １７，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、南区内又は港南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１  

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 ０９３６０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

溶融噴射式路面カラー塗装工４３０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝５，７８０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１７日まで 

予定価格 ９，６３０，０００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 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１  

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 ０９３６０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内安全施設整備工事（その２） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

ガードレール設置工Ｌ＝１９０ｍ、ガードパイプ設置工Ｌ＝１８０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１７日まで 

予定価格 ７，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１  

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 ０９３６０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内河川・水路維持工事（その２） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

河川しゅんせつ工１２５ｍ３、水路しゅんせつ工５０ｍ３、排水溝しゅんせつ工Ｌ＝ 
８００ｍ、防護柵設置工Ｌ＝２０ｍ、除草工１５，０００ｍ２ ほか  

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，５５０，０００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 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１  

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 ０９３６０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内下水道修繕・整備工事 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２２か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、６か所）、本管 
修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１２ｍ）、雨水桝修繕工２か所、塩ビ管布設工（Φ２００ｍ 
ｍ、Ｌ＝２０ｍ）、特殊人孔築造工１か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１  

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 ０９３７０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
権太坂三丁目公園ほか４公園施設改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区権太坂三丁目１０番ほか４か所 

工事概要 

植栽工、設備工、園路広場整備工、縁石工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月１９日まで 

予定価格 ２３，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 ０９３７０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区川島町地内資材置場整備工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町６６１番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工６５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月１３日まで 

予定価格 ９，０３０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、保土ケ谷区内又は旭区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０９３７０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区峰岡町地内舗装補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区峰岡町３丁目３７８番地先から２丁目１８０番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，６４２ｍ２、区画線設置工Ｌ＝７７５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月２０日まで 

予定価格 １８，０９０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、保土ケ谷区内又は旭区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０９３７０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区仏向町地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町１０３７番地先から１０５９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６８５ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝７０ｍ、区画線設置工Ｌ＝５１０ｍ 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月１３日まで 

予定価格 ２０，１６０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２１・２２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、保土ケ谷区内又は旭区内のいずれかにあること。 
（２）平成２０年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０９３８０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内水路維持工事（その３） 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

水路しゅんせつ工３０ｍ３、排水溝しゅんせつ工Ｌ＝８０ｍ、防護柵設置工Ｌ＝３０ｍ、除草
工１０，０００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１８日まで 

予定価格 ５，６７０，０００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 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６  

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 ０９３８０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
二俣川歩道橋補修工事 

施工場所 
旭区二俣川１丁目４番地先 

工事概要 

橋面防水工７８．３ｍ２、薄層カラー舗装工７８．３ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ５，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：滑り止め舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３  

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 ０９３８０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区上白根二丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区上白根二丁目２０番２４号地先から上白根三丁目８番２６号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工４，０８６ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２，６０５．６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ３０，４８０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のい 
ずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３  

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 ０９３９０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区洋光台四丁目地内道路整備工事 

施工場所 
磯子区洋光台四丁目４１番地先 

工事概要 

階段施設工一式、Ｕ型側溝工Ｌ＝６１．６ｍ、雨水桝設置工１か所、人孔調整工４か所、 
アスファルト舗装工１１．８ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月１０日まで 

予定価格 １２，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        77

契約番号 ０９４００１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内公園施設修繕工事（その５） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、遊戯施設修繕工、植栽修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月 ８日まで 

予定価格 ８，９５０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉 
区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        78

契約番号 ０９４００１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内下水道修繕工事・取付管接続受託下水道工事 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工１５か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１５か所）、塩 
ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、５か所）、接続桝築造工５か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，５１０，０００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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５  

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 ０９４００１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内道路整備工事（その２） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１００ｍ、雨水桝設置工４か所、人孔調整工８か所、地先境界石工Ｌ＝ 
４０ｍ、アスファルト舗装工４５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月 ８日まで 

予定価格 ９，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

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 ０９４００１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区富岡西三丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
金沢区富岡西三丁目２３番８号地先から３９番１０号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，２０５ｍ２、コンクリート舗装工３２１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１５日まで 

予定価格 １８，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、磯 
子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

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 ０９４００１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区片吹地内舗装補修工事 

施工場所 
金沢区片吹４１番２０号地先から４８番９号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，９３０ｍ２、Ｌ形側溝工Ｌ＝１，２１０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月１５日まで 

予定価格 ４４，１９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区 
内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１  

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 ０９４１０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その７） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工７３０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月１５日まで 

予定価格 １２，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約事務担当課 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 ０９４１０１００５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その８） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工７２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月１５日まで 

予定価格 １１，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港 
北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約事務担当課 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 ０９４１０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区日吉六丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
港北区日吉六丁目８番１号地先から１０番３２号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工３，２９５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２９日まで 

予定価格 １７，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約事務担当課 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 ０９４１０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内道路整備工事（その７） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝１５ｍ、雨水桝築造工５か所、集水桝築造工３か 
所、小型重力式擁壁工５ｍ３、アスファルト舗装工６３９ｍ２ 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 １１，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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  
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契約番号 ０９４１０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内道路整備工事（その８） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝８０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝１５ｍ、雨水桝築造工５か所、集水桝築造工４か 
所、小型重力式擁壁工１５ｍ３、アスファルト舗装工３７０ｍ２ 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 １１，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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  
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契約番号 ０９４１０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内河川水路維持工事（その２） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

河川しゅんせつ工３００ｍ３、水路しゅんせつ工４０ｍ３、排水溝しゅんせつ工Ｌ＝ 
１５０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝５０ｍ、除草工１，０００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，６１０，０００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 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約事務担当課 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 ０９４１０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高田寺谷戸公園再整備工事（１） 

施工場所 
港北区高田西四丁目２６５４番地２９ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月２０日まで 

予定価格 １１，８２０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷 
区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 
なお、主任技術者届出書については、契約番号０９４１０１００５８番及び       
０９４１０１００５９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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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  
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契約番号 ０９４１０１００５８ 

工事件名 
高田寺谷戸公園再整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０９４１０１００５９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０９４１０１００５８番及び０９４１０１００５９ 
  番の合計金額を契約番号０９４１０１００５８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          
  ０９４１０１００５８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 ０９４１０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高田寺谷戸公園再整備工事（２） 

施工場所 
港北区高田西四丁目２６５４番地２９ 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、道路整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月２０日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

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 

契約番号０９４１０１００５８番に記載する。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

契約番号０９４１０１００５８番に記載する。 

提出書類 

契約番号０９４１０１００５８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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 

本件工事は契約番号０９４１０１００５８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０９４１０１００５８番に記載する。 

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  
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契約番号 ０９４２０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区三保町地内狭あい道路拡幅整備工事 

施工場所 
緑区三保町１９１３番地先から２３９４番地先まで 

工事概要 

小重力式擁壁工（Ｈ＝１ｍ～１．５ｍ、Ｌ＝４１．３ｍ）、Ｈ鋼コンクリート板土留工（ 
Ｈ＝１．５ｍ、Ｌ＝１３ｍ）、Ｌ型側溝工Ｌ＝６３．６ｍ、ＬＵ型側溝工Ｌ＝１２１．１ 
ｍ、集水桝設置工５か所、アスファルト舗装工４２７ｍ２、人孔調整工６か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１８日まで 

予定価格 ３２，５７０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保 
土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００  

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 ０９４２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区竹山一丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
緑区竹山一丁目１番１地先から４番３地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，４２０ｍ２、アスファルト舗装工１７８ｍ２、樹脂系すべり止め 
舗装工１８０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，５０５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ２５，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のい 
ずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００  

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 ０９４２０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区竹山四丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
緑区竹山四丁目６番６地先から竹山三丁目１番８地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，７３０ｍ２、アスファルト舗装工９７８ｍ２、区画線設置工Ｌ＝ 
１，１７６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ２９，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること 
（１）平成１９年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２０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。 
（２）平成１９年８月１日から平成２１年７月３１日までの間に完成した工種「ほ装」に 
  係る工事の横浜市工事請負検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局工事請負検査事務 
  取扱要綱第８条、交通局工事請負検査事務取扱要綱第７条及び横浜市病院経営局工事 
  請負検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定点（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 
  。）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）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 （４）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１９年度優良工事請負 
業者表彰名簿又は平成２０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２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００  

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 ０９４３０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
田奈第三公園ほか５公園施設改良工事 

施工場所 
青葉区田奈町１１番地ほか５か所 

工事概要 

基盤整備工、施設整備工、施設改良工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１８日まで 

予定価格 ９，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷 
区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

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 ０９４４０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内防護柵設置工事（その２） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

横断防止柵設置工Ｌ＝１４５ｍ、車止めポスト設置工４３本、転落防止柵設置工Ｌ＝１８ 
ｍ、ラバーポール設置工１６本 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月３１日まで 

予定価格 ７，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、緑 
区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約事務担当課 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 ０９４４０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道東山田第３６号線歩道拡幅整備工事（安全施設工） 

施工場所 
都筑区東山田四丁目２９番地先 

工事概要 

安全施設移設工一式（建柱工４本、抜柱工４本、車両灯移設工２灯、歩行者灯器移設工５ 
灯） 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ４，１２０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：信号設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約事務担当課 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 ０９４４０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２２か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、４か所）、塩ビ 
取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１１か所）、接続桝設置工１１か所 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１９日まで 

予定価格 ９，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、緑 
区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約事務担当課 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 ０９４４０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
八所谷戸地蔵橋橋面連続舗装工事 

施工場所 
都筑区池辺町２２４２番地先 

工事概要 

橋面連続舗装工４．８５ｍ、アスファルト舗装工２９．１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ８，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、緑 
区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

契約事務担当課 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 ０９４５０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区小雀町地内道路整備工事 

施工場所 
戸塚区小雀町５７６番３地先 

工事概要 

Ｈ鋼コンクリート板土留工Ｌ＝１９．８ｍ、地先境界ブロック工Ｌ＝８９．９ｍ、鉄筋コ 
ンクリート側溝工Ｌ＝９２．３ｍ、アスファルト舗装工１６７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月２８日まで 

予定価格 ８，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、戸 
塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２  

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 ０９４５０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区上矢部町地内道路整備工事 

施工場所 
戸塚区上矢部町５２８番地先から７４８番地先まで 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４５ｍ、ＬＯ型側溝工Ｌ＝１８２ｍ 集水桝工２１か所、地先境界ブロッ 
ク工Ｌ＝９３ｍ、ブロック積工７９ｍ２、防護柵撤去・設置工Ｌ＝１１１ｍ、アスファルト 
舗装工１，６３６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１９日まで 

予定価格 ４０，７６０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保 
土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１  

契約事務担当課 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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        101

契約番号 ０９４７０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工７８０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 １月２９日まで 

予定価格 ９，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、戸 
塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４  

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 ０９４７０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内河川水路維持工事（その５） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

河川しゅんせつ工１００ｍ３、水路しゅんせつ工５０ｍ３、防護柵設置撤去工Ｌ＝１６０ 
ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１５日まで 

予定価格 ９，２１０，０００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 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、泉 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３６  

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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        103

契約番号 ０９４７０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内道路整備工事（その５） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

ＬＵ型側溝工Ｌ＝２８ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝４８ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、雨水桝設置工 
３か所、集水桝築造工５か所、アスファルト舗装工３６０ｍ２ 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 １０，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、泉 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３５  

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 ０９４７０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区和泉町地内私道整備工事 

施工場所 
泉区和泉町１３４９番地先から１３６２番地先まで 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１５．７ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝９３．９ｍ、集水桝築造工４か所、アスファ 
ルト舗装工３９７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ６，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、泉 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４  

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 ０９４７０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内河川水路維持工事（その６） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

河川しゅんせつ工１００ｍ３、水路しゅんせつ工８０ｍ３、防護柵設置撤去工Ｌ＝７０ｍ 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１５日まで 

予定価格 ９，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、泉 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３６  

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 ０９４７０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道環状４号線泉区和泉町地内舗装補修工事 

施工場所 
泉区和泉町７２９６番地先から７３１５番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工５，６４０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，７６０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２１年１０月２０日まで 

予定価格 ３４，９９０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西 
区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区 
内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３５  

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 ０９４７０１００３５ 

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泉区和泉町地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
泉区和泉町４０４２番地先から４０５３番地先までほか２か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工７，２４５ｍ２、アスファルト舗装工３１３ｍ２、区画線設置工Ｌ＝ 
３，４２８ｍ ほか 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 ４６，６４０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚 
  区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあること。 
（２）平成２０年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４  

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 ０９４８０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内河川水路維持工事（その３） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

しゅんせつ工８２ｍ３、排水溝しゅんせつ工Ｌ＝１２０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝５０ｍ、集水 
桝築造工２か所、除草工１０，０００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，７９０，０００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 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

契約事務担当課 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 ０９４８０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ、１０か所）、接続桝築造工１０か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ２，７９０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）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 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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

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 ０９４８０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区瀬谷歩道橋ほか１か所橋梁修繕工事 

施工場所 
瀬谷区瀬谷三丁目１９番２地先から橋戸一丁目３５番地先までほか１か所 

工事概要 

桁補修工（現場溶接工１０３．２ｍ）、床版補修工一式、塗装工３７３ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １０，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

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 ０９７１０１０１３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
希望が丘中学校屋内運動場改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
旭区東希望が丘１１８番地 

工事概要 

屋内運動場改修工（延床面積８２０ｍ２）、倉庫整備工（延床面積２０ｍ２）、建具改修 
工、解体撤去工 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

予定価格 １４，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６  

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 ０９７１０１０１３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大池小学校ほか２校屋内運動場耐震補強その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
旭区上白根町９０１番地ほか２か所 

工事概要 

大池小学校（Ｋ型ブレース設置工２か所、屋根面ブレース設置工３２か所、耐震スリット 
設置工１か所 ほか）、上菅田中学校（ブレース設置工１２か所、屋根面ブレース設置工 
３２か所、柱脚補強工１２か所、方杖設置工１０か所 ほか）、今宿南小学校（ブレース 
設置工６か所、屋根面ブレース設置工２４か所 ほか）の建築工事に伴う電気設備工事一 
式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ２月１２日まで 

予定価格 １０，３７０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神 
奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４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 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６  

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 ０９７１０１０１４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新井中学校維持補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区新井町４３番地７ 

工事概要 

ネットフェンス設置工Ｌ＝１２２ｍ、連動門扉設置工１基 ほか 

工期 契約締結の日から７５日間 

予定価格 ４，０３０，０００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 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２７日（木）午前 ９時００分から 
平成２１年 ８月３１日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 ４時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 ０４５－６７１－２９６０  

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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横浜市調達公告第260号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「横浜環状北西線環境影響評価準備書概要パンフレット 102,000部」ほか68件の契約につ

いて、一般競争入札を行う。 

平成 21 年８月 18 日 

 

契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

 

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物品・委託等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21・22年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に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) 契約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、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横浜市

電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるとこ

ろによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、９(6)に定める場合を除く。  

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が

記載されているカタログ等の資料を契約第二課へ持参又はファクスにより提出すること。 

(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 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を契約第二課へ持

参又はファクスにより提出すること。 

イ 質問に対する回答 

入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することと

する。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）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（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 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。 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 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) 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 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 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 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下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) 予定価格以下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、予定価格以下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) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

(6) (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、別途指定のある場合を除き、契約ごと

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）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「gy-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

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。 

(7) (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。 

(8) 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
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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契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。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（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 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（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 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、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23条第１

項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 共同企業体による入札を行う場合は、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二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二課まで持参しなければならない。 

(7) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

 (8) 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、横浜市物品・委託等に関する競争

入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者

要領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 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        117

契約番号 ０９１２０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜環状北西線環境影響評価準備書概要パンフレット １０２，０００部 

納入／履行場所 
道路局事業調整課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 カラー印刷 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有している 

こと。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 道路局事業調整課 電話 ０４５－６７１－３９８６ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２１０３０２９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
第２期事業場立入調査における分析委託 

納入／履行場所 
横浜市内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１２月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。③計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局規制指導課 電話 ０４５－６７１－２４８８ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２１０３０２９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部水再生センター等建設予定地除草業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区東俣野町２３１番地ほか７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０２０４３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
人造黒鉛丸型電極 ３６本 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から９０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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二課  
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契約番号 ０９２２０３０２０１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
家庭系生ごみ収集・運搬・ガス化前処理委託 

納入／履行場所 
磯子区丸山台一丁目及び資源循環局磯子検認所、金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 ２日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局資源政策課 電話 ０４５－６７１－２５０２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０３０２０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場消防用設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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二課  
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契約番号 ０９２２０３０２０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場消防用設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－９５３－４８５１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０３０２０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神明台第７次排水処理施設他高圧受電設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設ほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 電話 ０４５－３６４－１８５６ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１８１トン（概算）の売払（平成２１年１０月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山一丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）１０９トン（概算）の売払（平成２１年１０月分）

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
 



横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        127

契約番号 ０９２２０５０１４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）１０７トン（概算）の売払（平成２１年１０月分）

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）９１トン（概算）の売払（平成２１年１０月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１９１トン（概算）の売払（平成２１年１０月分）

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山一丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）１２５トン（概算）の売払（平成２１年１０月分）

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
 



横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        131

契約番号 ０９２２０５０１４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）３５１トン（概算）の売払（平成２１年月１０月分） 

納入／履行場所 
神明台ストックヤード（泉区池の谷３９４９番地 資源循環局神明台処分地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）１１６トン（概算）の売払（平成２１年１０月

分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）１１２トン（概算）の売払（平成２１年１０月

分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（北部方面）２３４トン（概算）の売払（平成２１年１０月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１）ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（南部方面）２１６トン（概算）の売払（平成２１年１０月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号）ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１８４トン（概算）の売払（平成２１年１０月分） 

納入／履行場所 
栄ストックヤード（栄区上郷町１５７０番地１ 資源循環局栄工場跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス１０トン（概算）の売払（平成２１年１０月分） 

納入／履行場所 
民間中間処理業者（都筑区池辺町３９７０番地）ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス３２トン（概算）の売払（平成２１年１０月分） 

納入／履行場所 
民間中間処理業者（都筑区池辺町３９７０番地）ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
無色・茶色ガラス８，４１９トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
緑資源選別センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：びん】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（鶴見ヤード）１５１トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
鶴見ヤード（横浜市資源循環局鶴見工場内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（神奈川ヤード及び中ヤード）１６３トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２

２年３月） 

納入／履行場所 
神奈川ヤード（横浜市資源循環局神奈川事務所敷地内）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（港南ヤード及び港南資源回収センター）１４７トン（概算）の売払（平成２１年１０月

から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
港南ヤード（横浜市資源循環局旧港南工場）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（保土ケ谷ヤード及び戸塚ヤード）１７９トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平

成２２年３月） 

納入／履行場所 
保土ケ谷ヤード（横浜市資源循環局保土ケ谷工場敷地内）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（磯子ヤード）１２４トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
磯子ヤード（横浜市資源循環局旧磯子輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（金沢ヤード及び栄ヤード）１０４トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２

年３月） 

納入／履行場所 
金沢ヤード（横浜市資源循環局金沢工場内ピロティ）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（港北ヤード）１３０トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
港北ヤード（横浜市資源循環局港北事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（長坂谷ヤード）１４８トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
長坂谷ヤード（長坂谷処分地跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
 



横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        148

契約番号 ０９２２０５０１６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（都筑ヤード）１２９トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
都筑ヤード（横浜市資源循環局都筑工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（神明台ヤード）１８８トン（概算）の売払（平成２１年１０月から平成２２年３月） 

納入／履行場所 
神明台ヤード（横浜市資源循環局神明台処分地内倉庫及び倉庫前敷地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
 



横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        150

契約番号 ０９２２０５０１６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（神明台ヤード）４１８トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
神明台ヤード（横浜市資源循環局神明台処分地内倉庫及び倉庫前敷地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（神奈川ヤード）３１３トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
神奈川ヤード（横浜市資源循環局神奈川事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（中ヤード）４２０トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
中ヤード（横浜市資源循環局中事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（港南ヤード及び港南資源回収センター）４３６トン（概算）の売払（平成２１年１０月

から１２月） 

納入／履行場所 
港南ヤード（横浜市資源循環局旧港南工場）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（保土ケ谷ヤード）４７３トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
保土ケ谷ヤード（横浜市資源循環局保土ケ谷工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（磯子ヤード）４６６トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
磯子ヤード（横浜市資源循環局旧磯子輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（金沢ヤード及び栄ヤード）２１６トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月）

納入／履行場所 
金沢ヤード（横浜市資源循環局金沢工場内ピロティ）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（港北ヤード）８４８トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
港北ヤード（横浜市資源循環局港北事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ３時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（長坂谷ヤード）５７７トン（概算）売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
長坂谷ヤード（長坂谷処分地跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（都筑ヤード）６０４トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
都筑ヤード（横浜市資源循環局都筑工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ３時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（戸塚ヤード）２５１トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
戸塚ヤード（横浜市資源循環局戸塚輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ３時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２２０５０１７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（鶴見ヤード）８１５トン（概算）の売払（平成２１年１０月から１２月） 

納入／履行場所 
鶴見ヤード（横浜市資源循環局鶴見工場内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであ 

り、本案件の買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする 

。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２７０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
潮田保育園他４６園の調理室用排水桝等の清掃委託 

納入／履行場所 
潮田保育園ほか４６園 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 浄化槽・貯水槽清掃 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（汚泥、廃油）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 こども青少年局保育運営課 電話 ０４５－６７１－２３９６ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２７０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢さくら保育園他５２園の調理室用排水桝等の清掃委託 

納入／履行場所 
金沢さくら保育園ほか５２園 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 浄化槽・貯水槽清掃 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（汚泥、廃油）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 こども青少年局保育運営課 電話 ０４５－６７１－２３９６ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２８０２０２４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平成２１年度高齢者インフルエンザ予防接種のご案内 ９，４００束 

納入／履行場所 
委託業者（横浜市内）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年 ９月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局第二課窓口で閲覧可能 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局健康安全課 電話 ０４５－６７１－４１８２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２８０２０２５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高齢者インフルエンザ予防接種予診票 ８，７００冊 

納入／履行場所 
委託業者（横浜市内）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年 ９月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局健康安全課 電話 ０４５－６７１－４１８２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２８０２０２５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン（ｏｆｆｉｃｅ有り） ３８台ほか 

納入／履行場所 
健康福祉局保護課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から１４日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局保護課 電話 ０４５－６７１－２４０４ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９２８０３００８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高齢者インフルエンザ予防接種関係書類配送業務委託 

納入／履行場所 
予防接種協力医療機関、高齢者施設等 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局健康安全課 電話 ０４５－６７１－４１８２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９３３０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（日産セドリックステーションワゴン） １台の売払 

納入／履行場所 
西区福祉保健課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。③古物営業の許可を受けている者。④使用済自動車の再資源化等 

に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書②古物商許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 西区福祉保健課 電話 ０４５－３２０－８４３７ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９３９０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子土木管内道路除草業務委託（その２） 

納入／履行場所 
磯子土木事務所管内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９４５０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚土木管内道路除草業務委託（その２） 

納入／履行場所 
戸塚土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９４５０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（鉄骨） ８５トンの売払 

納入／履行場所 
戸塚区上品濃６番 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５５０２００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
防寒活動服（男性） ７５６着ほか 

納入／履行場所 
安全管理局総務課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から９０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ９月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

９月７日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能）を契約第二課へ持参又は 

ファクスにより提出すること。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

発注担当課 安全管理局総務課 電話 ０４５－３３４－６５１４ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５５０２００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
除細動ＤＰパッド（フィリップス） ２８９箱（概算） 

納入／履行場所 
安全管理局救急課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 安全管理局救急課 電話 ０４５－３３４－６７７４ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５５０２００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
観察用モニター（日本光電） ７式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 安全管理局救急課 電話 ０４５－３３４－６７７４ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５５０２００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
心電計（日本光電）７式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 安全管理局救急課 電話 ０４５－３３４－６７７４ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０２００９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中軽量棚（イトーキ） １１０台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
埋蔵文化財センター（栄区野七里二丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月１３日から平成２１年１０月２３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局文化財課 電話 ０４５－６７１－３２８４ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０２０１０１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
電子顕微鏡（日立ハイテクノロジーズ） １式 同等品可 

納入／履行場所 
鶴見工業高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から１４日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 理化学機械器具 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目のいずれかに第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 電話 ０４５－６７１－４３８９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０２０１０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食用牛乳保冷庫 １台ほか 

納入／履行場所 
瀬谷小学校ほか１校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から１４日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 電話 ０４５－６７１－４１４７ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０２０１０７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
集塵機（ムラコシ） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
日野中央高等特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械器具・工具類 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局特別支援教育課 電話 ０４５－６７１－３９４３ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０３０１７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日吉台小学校外９３校防煙シャッター等保守点検  

納入／履行場所 
日吉台小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０３０１７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末吉小学校外８６校防煙シャッター等保守点検 

納入／履行場所 
末吉小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０３０１７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢小学校外９４校防煙シャッター等保守点検 

納入／履行場所 
金沢小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０３０１７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北方小学校外７４校防煙シャッター等保守点検 

納入／履行場所 
北方小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０３０１７９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄小学校外８２校防煙シャッター等保守点検 

納入／履行場所 
鉄小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９７１０３０１８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
子安小学校外７９校防煙シャッター等保守点検 

納入／履行場所 
子安小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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横浜市調達公告第 261 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 21 年８月 18 日 

契約事務受任者 

横浜市こども青少年局長 屋 代 昭 治 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市子育て応援特別手当受付センター業務等委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

契約締結の日から平成 22 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所 

別途指示する場所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業

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

(3) 平成 21 年８月 27 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)が管理する情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)

認証取得及びプライバシーマーク付与認定、又はこれと同等と本市が認める資格の認定を受けている

こと。 

(5) 本件と同規模同様の業務の実績を有する者又はこれと同等の能力を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 21 年８月 27 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 

矢吹、田嶋 電話 045(671)2352（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ、）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書等の交付方法等 

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課ホームページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/katei/ouenteate/h21-index.html) 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 21 年８月 18 日から平成 21 年９月 10 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 

電話 045(671)2352（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 21 年９月 29 日午後１時 市庁舎８Ｂ会議室（市庁舎８階） 

ただし、郵送による入札については、平成 21 年９月 28 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

完了検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3)詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Application Processing center of Special Allowance for 

Supporting Child-Raising 

(2) Date of tender: 1:00 p.m., 29 September, 2009 

(3) Contact point for the notice: Child and Family Division,Child and Youth Bureau，City of 

Yokohama,1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)2352 
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横浜市調達公告第262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21年８月18日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 佐々木 寛 志 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契

約の理

由 

１ 横浜市新国民健

康保険システム

医療制度改正対

応（平成21年度

第１期）業務委

託 一式 

健康福祉局

生活福祉部

保険年金課 

中区港町１

丁目１番地 

平成21年 

７月10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 

円

230,241,112

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 111 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「大久保二丁目ほか１か所口径 100ｍｍから 200ｍｍ配水管布設替工事」ほか７件の工事に

ついて、一般競争入札を行う。 

平成21年８月18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 21・22 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要領等に定めるところによる

。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、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

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

契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、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) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共

同企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 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 
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(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要領第 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 21・22 年度の横浜市入札参加資格

審査申請（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録されているもの。）

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要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５２０１０３３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大久保二丁目ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区大久保二丁目１６番３４号地先から１７番２０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～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝２２８ｍ 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１５０日間 

予定価格 ３２，５８０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成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）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 （４）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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は電子入札とする。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 ０９５２０１０３３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上飯田町口径２００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
泉区上飯田町９４１番地１地先から１１０９番地１２地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝３３２ｍ 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１６０日間 

予定価格 ２６，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成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）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 （４）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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は電子入札とする。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 水道局西部工事担当 電話 ０４５－３６３－２６４１  

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 ０９５２０１０３３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
境木本町口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区境木本町２５番７号地先から権太坂一丁目１８番１１号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ、Ｌ＝１６３ｍ 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１１０日間 

予定価格 １３，２７０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

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）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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は電子入札とする。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 水道局中部工事担当 電話 ０４５－２５２－７０９２  

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 ０９５２０１０３４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青山水源事務所送泥ポンプ定期修繕工事 

施工場所 
相模原市津久井町青山３４８２番地 

工事概要 

送泥ポンプ修繕工１台 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月２２日まで 

予定価格 ５，１６０，０００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 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２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 ０９５２０１０３４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保木ポンプ場ほか逆止弁定期修繕工事 

施工場所 
青葉区美しが丘西二丁目４９番地６ほか１か所 

工事概要 

逆止弁修繕工４台 

工期 契約締結の日から平成２１年１２月１８日まで 

予定価格 ３，４２０，０００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 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２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 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（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 ０９５２０１０３４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場管内ほか２か所舗装修繕工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地先ほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１６９ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝３２ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝２９ｍ ほか 

工期 契約締結の日から７５日間 

予定価格 ３，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成２１・２２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、保土ケ谷区内、旭区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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（８）を参照）。 

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５  

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 ０９５２０１０３４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
元大橋一丁目ほか１か所口径７５ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
栄区元大橋一丁目３番２号地先から４番１５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（Φ７５ｍｍ、Ｌ＝３２４ｍ）、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１４５日間 

予定価格 ２９，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １１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（８）を参照）。 

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 ０９５２０１０３５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南台１号及び２号配水池耐震補強工事 

施工場所 
港南区港南台八丁目４番４１号 

工事概要 

補強壁設置工一式、既設導流壁・耐震壁増打工一式、底版・側壁増打工一式、頂版補修工 
一式 

工期 契約締結の日から８００日間 

予定価格 ８８２，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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 

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、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  
（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２１年 ９月 ７日（月）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月１０日（木）午前 ９時１５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 ０９５２０１０３５２ 

工事件名 
港南台１号及び２号配水池耐震補強工事 

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、９２６，８５６，０００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２１・２２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２１・２２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。 
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水道局調達公告第112号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「検針ハンディターミナル用バッテリーパック（キヤノン） 500個ほか」ほか８件の契約

について、一般競争入札を行う。 

平成 21 年８月 18 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物品・委託等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21・22年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に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) 契約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、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、

横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定め

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、９(6)に定める場合を除く。  

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が

記載されているカタログ等の資料を契約第二課へ持参又はファクスにより提出すること。 

(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 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を契約第二課へ持

参又はファクスにより提出すること。 

イ 質問に対する回答 

入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することと

する。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）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（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 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
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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。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 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) 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 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 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 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下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) 予定価格以下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、予定価格以下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) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

(6) (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、別途指定のある場合を除き、契約ごと

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）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「gy-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

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。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

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契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。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（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 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（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 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、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23条第１

項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 共同企業体による入札を行う場合は、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二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二課まで持参しなければならない。 

(7) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

 (8) 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、横浜市物品・委託等に関す

る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５２０２０３３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
検針ハンディターミナル用バッテリーパック（キヤノン） ５００個ほか 

納入／履行場所 
水道局料金課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１０月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局料金課 電話 ０４５－３３７－０８３１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０２０３４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鋼ＮＳ両メカ接続用フランジ付Ｔ字管（口径１０００ｍｍ×９００ｍｍ） １個ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１１月 ２日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部工事担当 電話 ０４５－２５２－７０８１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０２０３４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（Ｐ２形）８００×４０００（接合部品含む） ３１本ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月２７日から平成２２年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０２０３４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＮＳ形）３００×６０００（接合部品含む） ４３本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０２０３４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＮＳ形）１５０×５０００（接合部品含む） ６６本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０３０５３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部給水維持課管内大口径バルブ保守点検業務委託 

納入／履行場所 
都筑区荏田南一丁目１番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務実績（国内におけ 

る口径４００ミリメートル以上の水道用バルブ保守点検業務）を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局北部給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０３０５３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部給水維持課管内大口径バルブ保守点検業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区川島町１５７６番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内、準市内又は市外 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務実績（国内におけ 

る口径４００ミリメートル以上の水道用バルブ保守点検業務）を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部給水維持課 電話 ０４５－２５２－９００１ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０３０５３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場排水処理作業環境測定委託 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月１０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５２０５００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（貨物自動車１５００ＣＣ） １台の売払 

納入／履行場所 
保土ケ谷区仏向町１８５２番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。③古物営業の許可を受けている者。④使用済自動車の再資源化等 

に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書②古物商許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 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二課  
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水道局調達公告第 113 号 

一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行 

次のとおり、「小雀３・４号配水池耐震補強に伴う設計業務委託（その２）」ほか５件の契約について、一般

競争入札を行う。 

平成21年８月18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物品・委託等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 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）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) 契約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) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横

浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、９（5）に定める場合を除く。  

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が 

記載されているカタログ等の資料を水道局経理課へ持参又はファクスにより提出すること。 

 (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 設計図書の交付等 

(1) 設計図書の交付 

設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

 ア 質問の締切日時及び方法 

   別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものと 

  して計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を水道局経理  

 課へ持参又はファクス(ファクス番号 045-663-6732)により提出すること。 

イ 質問に対する回答 

  入札日の４日前（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）

の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札及び開札日時については、契約ごとに定める。 

 (2) 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。 

(3) 入札の回数は２回までとする。 

(4) 合併入札の場合には、件名は全件名、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 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
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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) 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 

  (4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における、

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等共同組合と当該中小企業等共同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

 なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下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) 予定価格以下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、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、予定価格以下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) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

 (6) (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、別途指定のある場合を除き、契約ごと

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）の２日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午

後５時までに水道局経理課へ提出し、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。 

(7) (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。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

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契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合
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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（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 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。 

(2) 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。 

 (3) 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、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(4) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第 23 条第

１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された

場合は、落札者として決定しないものとする。 

(5) 共同企業体による入札を行う場合は、提出書類のうち共同企業体協定書兼委任状を入札日時までに

、到着するよう横浜市水道局経理課あての書留郵便により郵送又は横浜市水道局経理課まで持参しな

ければならない。 

(6) 地方自治法第 234 条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以

降において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し

、又は解除することができるものとする。 

(7) 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、横浜市物品・委託等に関

する競争入札取扱要綱、及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところによるものと

する。 
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契約番号 ０９５２０３０５０４ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀３・４号配水池耐震補強に伴う設計業務委託（その２） 

納入／履行場所 
戸塚区小雀町２４７０番地 

概要 

共通作業一式、耐震計算（現状、撤去）一式、耐震補強詳細設計（現状、撤去）一式、補 

助金申請資料作成一式、設計検討委員会資料作成一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月１０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）上記の営業種目及び登録細目に登録があること。 

（２）平成６年４月１日以降において、有効容量２２，０００ｍ３以上の配水池耐震補強 

  に伴う設計の業務実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２１年 ９月 ３日（木）午前 １０時００分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 水道局第３会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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契約番号 ０９５２０３０５１９ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 小野町口径１０００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区小野町８８番地先から３０番地先まで 

概要 

推進工法（中大口径）一式、仮設構造物詳細検討一式、立坑構造物検討一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１２月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）上記の営業種目及び登録細目に登録があること。 

（２）平成６年４月１日以降において、中大口径（８００ｍｍ以上）の推進工法による設 

  計の業務実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２１年 ９月 ３日（木）午前 １０時１５分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 水道局第３会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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契約番号 ０９５２０３０５２０ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 下末吉三丁目口径１５０ｍｍ配水管新設工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区下末吉三丁目１０番１３号地先から下末吉二丁目６番１３号地先まで 

概要 

推進工法（小口径）一式、配水管設計（開削）一式、仮設構造物詳細検討一式、立坑構造 

物検討一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１２月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）上記の営業種目及び登録細目に登録があること。 

（２）平成６年４月１日以降において、推進工法による設計の業務実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２１年 ９月 ３日（木）午前 １０時３０分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 水道局第３会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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契約番号 ０９５２０３０５２１ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 小野町地質調査業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区小野町６８番１地先 

概要 

機械ボーリング工（Φ８６）１２．２ｍほか、デニソンサンプリング１本ほか、標準貫入 

試験２１回ほか 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１１月 ２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 地質調査 

格付等級 - 

登録細目 【地質調査：地上ボーリング等】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）上記の営業種目に第２位までに登録があり、かつ登録細目に登録があること。 

（２）地質調査の業務実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（地質調査業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２１年 ９月 ３日（木）午前 ９時４５分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 水道局第３会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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契約番号 ０９５２０３０５２２ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 柏尾町ほか２か所測量調査業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区柏尾町４２０番地先ほか２か所 

概要 

路線測量一式（中心線測量 ０．２５ｋｍほか）、平板測量一式（平板測量 ７，０００ 

ｍ２ほか） 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１１月 ２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 測量 

格付等級 - 

登録細目 【測量：地上測量】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）上記の営業種目に第２位までに登録があり、かつ登録細目に登録があること。 

（２）測量法第５条で定める公共測量において、基準点測量、用地測量、平板測量及び水 

  準測量の実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（測量業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２１年 ９月 ３日（木）午前 ９時１５分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 水道局第３会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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契約番号 ０９５２０３０５２３ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 浜町２丁目口径４００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区浜町２丁目１０番１地先から向井町４丁目８４番４地先まで 

概要 

配水管設計（開削）一式、仮設構造物詳細検討一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２１年１２月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）上記の営業種目及び登録細目に登録があること。 

（２）平成６年４月１日以降において、管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設に伴う開削 

  工法による設計の業務実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２１年 ９月 ３日（木）午前 １０時４５分  

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 水道局第３会議室  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 
 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６７１－３０６０ 
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交通局調達公告第 45 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「センター南駅トップライトサッシュ防水改修工事」ほか１件の工事について、一般競争入

札を行う。 

平成21年８月18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 21・22 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要領等に定めるところによる

。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、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

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

契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、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) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共

同企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 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。 
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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要領第 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 21・22 年度の横浜市入札参加資格

審査申請（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録されているもの。）

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要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５３０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
センター南駅トップライトサッシュ防水改修工事 

施工場所 
都筑区茅ケ崎中央１丁目１番 

工事概要 

トップライトサッシュ防水改修工一式 

工期 契約締結の日から７５日間 

予定価格 ３，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

登録工種 防水 

格付等級 - 

登録細目 【防水：防水工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

防水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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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（８）を参照）。 

工事担当課 交通局新羽保守管理所 電話 ０４５－５４２－０６９９  

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 ０９５３０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
エレベーター乗り場前防火防煙スクリーン設置工事 

施工場所 
戸塚区戸塚町１２番地１ほか３か所 

工事概要 

防火防煙スクリーン設置工９か所 

工期 契約締結の日から平成２１年１１月３０日まで 

予定価格 ９，６７０，０００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 建具 

格付等級 - 

登録細目 【建具：建具工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

建具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２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 
平成２１年 ９月 １日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 ２日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４  

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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交通局調達公告第46号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「バッテリー（新神戸電機） 180個ほか（概算） 同等品可」ほか２件の契約について、

一般競争入札を行う。 

平成 21 年８月 18 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月水道局規程第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物品・委託等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21・22年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に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) 契約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、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、

横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定め

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、９(6)に定める場合を除く。  

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が

記載されているカタログ等の資料を契約第二課へ持参又はファクスにより提出すること。 

(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 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を契約第二課へ持

参又はファクスにより提出すること。 

イ 質問に対する回答 

入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することと

する。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）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（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 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



横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        228

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。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 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) 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 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 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 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下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) 予定価格以下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、予定価格以下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) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

(6) (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、別途指定のある場合を除き、契約ごと

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）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「gy-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

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。 

(7) (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。 



横浜市報調達公告版 

                                第 70 号 平成 21 年８月 18 日発行 

                                                    

                        229

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

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契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。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（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 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（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 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、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23条第１

項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 共同企業体による入札を行う場合は、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二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二課まで持参しなければならない。 

(7) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

(8) 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、横浜市物品・委託等に関す

る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５３０２０２２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バッテリー（新神戸電機） １８０個ほか（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所ほか９か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２１年１０月 １日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 自動車部品 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

１．上記の営業種目のいずれかに第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ８月３１日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 交通局運輸課 電話 ０４５－６７１－３１９９ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５３０３０２４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直流電源装置点検作業 

納入／履行場所 
藤沢市湘南台１丁目４３番１３号 湘南台駅電気室ほか５０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

本案件は複数年契約（債務負担行為に係る契約）である。履行期間の総価で入札すること 

。 

発注担当課 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８５ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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契約番号 ０９５３０３０２４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
地下鉄駅ホーム吹出口等清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄あざみ野駅ほか３１駅 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

営業種目 建物管理 

格付等級 【建物管理：Ｃ】 

登録細目  

所在地区分 市内 

入 

札 

参 

加 

資 

格 その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２１年 ８月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２１年 ９月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１２ 
 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課  
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平成21年７月21日発行横浜市報調達公告版第62号４ページ、横浜市調達公告第235号（事業名称「戸塚駅

西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業」）第２項第３号イ(ｵ)「建設業務にあたる者

が複数である場合は、すべての者が(ｱ)から(ｳ)までの要件を満たさなければならない。(ｴ)については、１

者が満たせば良いものとする。」は「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(ｱ)から(ｴ

)までのすべての要件を満たさなければならない。ただし、(ｴ)の要件について２者で満たす場合は、その２

者はいずれも(ｱ)から(ｳ)までの要件をすべて満たさなければならない。」の誤り。 

 

正 誤 


