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第 79 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（入札ボンド制度試行対象工事）の施行 
  （港北処理区大豆戸地区下水道整備工事（その２） ほか１件）････････････････････････････････２ 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （都市計画道路宮内新横浜線（新吉田高田地区）街路整備工事（その１） ほか131件）･･･････････10 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
（グランドピアノ 10台の購入（その１） ほか３件）･･････････････････････････････････････154 

△ 同（校内情報配信システム用機器 一式の購入（その１） ほか３件）･････････････････････････157 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（無停電電源装置（ＡＰＣ） 18台ほか 同等品可 ほか47件）･･････････････････････････････160 

 
【水道局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行 
（（仮称）鶴ケ峰上部・下部配水池築造工事）･･･････････････････････････････････････････････211 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （工業用水道 三枚町（送水管路用地）排水整備工事 ほか４件）･････････････････････････････216 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（鋼１フランジ付短管（ＳＴＷ400）900Ａ×1000Ｌ（Ｆ15ＧＦ） ２個ほか ほか３件）･････････225 

 
【交通局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （戸塚駅改良工事（建築工事）その２ ほか２件）･･･････････････････････････････････････････232 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（エアーコンプレッサー（アネスト岩田） １台ほか 同等品可 ほか２件）･･････････････････239 
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横浜市調達公告第 314 号 

一般競争入札（入札ボンド制度試行対象工事）の施行 

次のとおり、「港北処理区大豆戸地区下水道整備工事（その２）」ほか１件の工事について、一般競争入

札を行う。 

平成22年11月24日 

 

契約事務受任者 

横浜市総務局長 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 入札保証金 

 (1) 入札保証金は、納付を求める。ただし、金融機関の入札保証等をもって入札保証金の納付に代えるこ 

  とができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金 

  を免除する。 

 (2) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方法等については、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書及び工事ごとに定める。 

３ 入札参加手続等 

 (1) 入札参加者は、２に定めるところにより、入札保証金の納付等を行うこと。 

 (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。 

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、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。 

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

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

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

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

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

  希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

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

  不調とする。 

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

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) 入札保証金の取扱いに係る説明書４の定めに該当する入札 

(4) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科 

 目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳 

 細な内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と 

 一致した項目及び数量が明示されているものに限る。）の提出をしない者が行った入札、又は４(4) の 

 定めに従わない入札 

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

 札 

(6) 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 

(7) 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 

(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 

(9) 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 

(10) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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 

 (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 

  時までの間に総務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。 
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 (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。 

７ 契約保証金 

(1) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(2) 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。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認

定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場

合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払い、

公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認定を受けた場合は、追加して契約で定める各

会計年度の出来高予定額の 10 分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

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

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

に応じて行う。 

９ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 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、６(5) に定める書類の提出をしない場合 

 (9) ６(3) の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項 

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

  は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、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。 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        5

(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総務局契約第一課あ

ての書留郵便により郵送又は横浜市総務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）、横浜市工事

請負等競争入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １０２１０１０５７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区大豆戸地区下水道整備工事（その２） 

施工場所 
港北区大豆戸町１１４７番地先から篠原町２８６５番地先まで 

工事概要 

泥濃推進工（Φ１，０００ｍｍ、Ｌ＝５６７．１ｍ）、小口径推進工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ 
＝１７８．８ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ～Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝８００．７ｍ）、 
二条管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝５４３．９ｍ）、立坑築造工５か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで 

予定価格 ４９０，５３０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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）上記の入札参加資格のほか、代表構成員及び第二位構成員は、平成８年４月１日以 
  降に完成した管径８００ｍｍ以上の推進工事の元請としての施工実績を有すること（ 
  当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以 
  上のものに限る。）。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し  
（３）施工実績調書（工事内容欄に推進工法の種類、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。） （４）共同企 
業体協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２２年１２月１３日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月１５日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月１６日（木）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ５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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７２ 

工事件名 
港北処理区大豆戸地区下水道整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期限  
   平成２２年１２月１５日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   証書等の提出の日から、平成２３年１月１３日までを含んだ日 
（２）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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）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、５１５，０５６，５００円に満たない者は、本 
  件工事の契約を締結できない。なお、基準日は開札日とする（公告本文９（９）   
  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 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １０２１０１０６０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター汚泥処理施設第二受泥槽築造工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地１ 

工事概要 

土工一式、仮設工一式、基礎工一式、躯体築造工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月１３日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月１５日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月１６日（木）午前 １０時４５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 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４８ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６０５ 

工事件名 
北部第二水再生センター汚泥処理施設第二受泥槽築造工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期限  
   平成２２年１２月１５日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   証書等の提出の日から、平成２３年１月１３日までを含んだ日 
（２）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（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９（１０） 
  を参照）。 
（４）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（５）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、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。））に満たない者は、本件工事の契約を締結できない。 
なお、基準日は開札日とする（公告本文９（９）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 
（６）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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横浜市調達公告第 315 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「都市計画道路宮内新横浜線（新吉田高田地区）街路整備工事（その１）」ほか 131 件の工

事について、一般競争入札を行う。 

平成22年11月24日 

 

                                契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 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。 

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
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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) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科 

 目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳 

 細な内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と 

 一致した項目及び数量が明示されているものに限る。）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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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 

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

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

  たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

  該落札候補者に通知する。 

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

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

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

  た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
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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以内の額を支払い、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認

定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場

合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払い、

公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認定を受けた場合は、追加して契約で定める各

会計年度の出来高予定額の 10 分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 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総務局契約第一課あ

ての書留郵便により郵送又は横浜市総務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 １０１２０１０１１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路宮内新横浜線（新吉田高田地区）街路整備工事（その１） 

施工場所 
港北区新吉田東三丁目７１２番６から７００番２まで 

工事概要 

地先境界石工Ｌ＝６４ｍ、ガードフェンス設置工Ｌ＝２２０ｍ、アスファルト舗装２１１ 
ｍ２、柵撤去工Ｌ＝１３４ｍ、Ｕ型側溝設置工Ｌ＝９４ｍ、集水桝設置工３か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １３，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

その他 

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

提出書類 

（１）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 
）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５２６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１１６ 

工事件名 
都市計画道路宮内新横浜線（新吉田高田地区）街路整備工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
次の（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、港北区内、緑区内又は都筑区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２２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。 
  イ 平成２０年１１月１日から平成２２年１０月３１日までの間に完成した工種「土 
   木」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 １０１２０１０１１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路山下長津田線（羽沢地区）支線１号線街路整備工事（その９） 

施工場所 
神奈川区羽沢町５番６地先から５４番８地先まで 

工事概要 

標識設置工４基、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路東京丸子横浜線（日吉地区）街路整備工事（その１１）植裁工 

施工場所 
港北区日吉三丁目１番地先から日吉四丁目２番地先まで 

工事概要 

植樹桝整備工、植栽工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２２年度いたち川紅葉橋架替工事 

施工場所 
栄区上郷町７２０番２３地先 

工事概要 

切削オーバーレイ工３４４ｍ２、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ３０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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。  

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、旭区内、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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  該当する 

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道平戸第４８６号線（別所地区）道路改良工事（その２） 

施工場所 
南区別所二丁目２３番２０号地先から２４番１０号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工６４８ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝１６８．１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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。  

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、旭区内、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は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 ０４５－７４１－３１２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中・西・磯子区道路照明灯補修工事 

施工場所 
西区みなとみらい二丁目２番地先ほか１２か所 

工事概要 

照明灯柱建替工５基、引込柱建替工２基、基礎工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ８，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路山下長津田線（羽沢地区）支線１号線街路整備工事（その８） 

施工場所 
神奈川区羽沢町３番１地先から１３番地先まで 

工事概要 

安全施設設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 道路局建設課 電話 ０４６－６７１－３５３９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路東京丸子横浜線（日吉地区）街路整備工事（その１０）照明工 

施工場所 
港北区日吉三丁目１番地先から日吉四丁目２番地先まで 

工事概要 

道路照明灯設置工３基、地中配管工Ｌ＝２１３ｍ、照明器具撤去工５台 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ２，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１４０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ふ頭車止め整備工事 

施工場所 
中区山下町２７９番地１地先 

工事概要 

車止め設置工Ｌ＝１４０ｍ、車止め撤去工Ｌ＝１４９．７ｍ、コンクリート塊落下防止工 
Ｌ＝１７８ｍ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

予定価格 ５，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、中区内又は南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 港湾局維持課 電話 ０４５－６２２－０６００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１４０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新山下地区舗装補修工事 

施工場所 
中区新山下三丁目７番地先 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，２３０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝８５１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

予定価格 ６，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、中区内又は南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 港湾局維持課 電話 ０４５－６２２－０６００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１４０１００７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｃ突堤舗装補修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭Ｃ突堤 

工事概要 

アスファルト舗装工１，５００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １５，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、中区内又は南区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１４０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
八景島客船ターミナルレクチャールーム等空調設備改修工事 

施工場所 
金沢区八景島 

工事概要 

空調機（室外機１台、室内機４台）更新工、空調機（室外機１台、室内機５台）修理工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

予定価格 ６，９１９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３１７ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        27

契約番号 １０１４０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
臨港道路共同溝照明設備改修工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目地先ほか 

工事概要 

照明設備改修工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，２９４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、保土ケ谷区内、戸塚区内又は泉区内のいずれかにあること 
。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区杉田地区下水道工事 

施工場所 
磯子区杉田三丁目１４番地先 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ５００ｍｍ、Ｌ＝１３．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月１８日まで 

予定価格 ４，３２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区寺谷地区下水道工事（その２） 

施工場所 
鶴見区寺谷一丁目１３番地先 

工事概要 

小口径管推進工（Φ４００ｍｍ、Ｌ＝１１．９ｍ）、塩ビ管布設工（Φ４００ｍｍ、Ｌ＝ 
８．１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １２，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、推進工事の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）施工実績調書（工事内容欄に推進工法の種類、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。） 

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区永田北地区下水道工事 

施工場所 
南区永田北二丁目５６番地先から１番地先まで 

工事概要 

人孔底版・インバート復旧工１９か所、勾配復元工法用部材設置工１２か所、内副管設置 
工１６か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、南 
区内、港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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 ０４５－６７１－２８４１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区寺家町農道土留め工事 

施工場所 
青葉区寺家町５０２番地先 

工事概要 

Ｈ形鋼杭打込工９本、コンクリート板柵工一式、アスファルト舗装工５ｍ２、転落防止柵 
設置工Ｌ＝７．６ｍ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月２４日まで 

予定価格 ３，０８０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 環境創造局農地保全課 電話 ０４５－６７１－２６３４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
宮沢ふれあいの樹林ほか９か所施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区宮沢一丁目５４番地ほか９か所 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

予定価格 １２，５９０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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）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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター場内整備工事（その２０） 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地８ 

工事概要 

植栽基盤工、植栽工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ５，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－４１２６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧市民公園一部施設改修工事 

施工場所 
中区本牧三之谷５９番 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ２２，６８０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧山頂公園ほか１公園施設改良工事 

施工場所 
中区和田山１番５号ほか１か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ４２，７００，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２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２０年１１月１日から平成２２年１０月３１日までの間に完成した工種「造 
  園」に係る工事の横浜市請負工事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条及び横浜市病院経営 
  局請負工事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）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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（９）を参照）。 
（３）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完成 
  した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 

工事担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
貨物線の森緑道一部整備工事 

施工場所 
神奈川区宝町３番地ほか 

工事概要 

整備面積：約２，５００ｍ２、基盤整備工、設備工、園路広場整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２２日まで 

予定価格 ４４，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－３９４５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区美しが丘地区下水道工事 

施工場所 
青葉区美しが丘一丁目１３番地先から２２番地先まで 

工事概要 

強化プラスチック複合管布設工（Φ７００ｍｍ、Ｌ＝７５ｍ）、ヒューム管撤去工（Φ 
７００ｍｍ、Ｌ＝７５ｍ）、人孔蓋枠取換工２８か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ２６，６３０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、緑区内、青葉区内、都筑区内、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区下倉田地区下水道工事 

施工場所 
戸塚区下倉田町１４７４番地先から１５６８番２２地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝２４８．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生又は土木 

格付等級 【管更生：－】又は【土木：Ｃ】 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】又は【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。  

その他 

財団法人下水道新技術推進機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（反転工法又 
は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の許 
諾を受けていること。 

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 
）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の 
許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関する契約書の写し等 
） 

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区根岸地区下水道再整備工事（その２４） 

施工場所 
中区池袋６０番地先から根岸町３丁目１７９番地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ２５０ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝３７１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ３３，５００，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生又は土木 

格付等級 【管更生：－】又は【土木：Ｂ】 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】又は【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。  

その他 

財団法人下水道新技術推進機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（反転工法又 
は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の許 
諾を受けていること。 

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（機関）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、監理技術者講習終 
了証の写し （４）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法 
について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関す 
る契約書の写し等） 

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５７０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
樽町ポンプ場第二施設主流入ゲート室洗掘防止板補修工事 

施工場所 
港北区樽町三丁目９番１１号 

工事概要 

洗掘防止板補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１１日まで 

予定価格 ６，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、緑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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局北部第一水再生センター 電話 ０４５－５７２－２２８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜動物の森公園アフリカサバンナゾーン一部基盤整備工事（その５） 

施工場所 
旭区川井宿町１１２番地先 

工事概要 

基盤整備工一式、設備工一式、施設整備工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、緑区内、青葉区内、都筑区内、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－４１２６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢水再生センター分離液処理施設外灯照明等設備工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目９番地ほか２か所 

工事概要 

照明器具設置工一式、外灯設置工７基、配管・配線工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ２１，３６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、保土ケ谷区内、金沢区内、戸塚区内又は泉区内のいずれか 
にあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－３５７４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
富岡総合公園照明施設改良工事 

施工場所 
金沢区富岡東二丁目９番 

工事概要 

照明灯更新工３３灯、配線・配管工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １８，２７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
菅田廻三戸公園ほか１５公園時計整備工事 

施工場所 
神奈川区菅田町８６７番地の８８ほか１５か所 

工事概要 

時計設置工（自立型２台、共架型１４台）、基礎工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２３日まで 

予定価格 ２，６７７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センター汚泥脱臭設備用吸着塔給水ポンプ等修理工事 

施工場所 
中区本牧十二天１番１号 

工事概要 

自吸式渦巻ポンプ交換工３台、水中ポンプ交換工１台、Ｕ字溝敷設工一式、配管修理工一 
式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ６，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局中部水再生センター 電話 ０４５－６２１－４１１４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
吉野ポンプ場主ポンプ等軸封水ポンプ修理工事 

施工場所 
南区吉野町５丁目２６番地 

工事概要 

軸封水ポンプ修理工３台、軸封水ポンプ配管修理工一式、電線管等修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 １，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川水再生センター第６系列（２／２）反応タンク機械式水中散気装置等修理工事 

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地 

工事概要 

機械式水中散気装置修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １２，３５０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局神奈川水再生センター 電話 ０４５－４５３－２６４１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５８６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センターＢ系自家発電用冷却塔等修理工事 

施工場所 
中区本牧十二天１番１号 

工事概要 

冷却塔交換工２基、配管修理工一式、自家発ダミー装置点検歩廊等修理工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１１日まで 

予定価格 １０，７００，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 環境創造局中部水再生センター 電話 ０４５－６２１－４１１４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見ポンプ場ホッパ－室給気ファン修理工事 

施工場所 
鶴見区鶴見中央二丁目２０番２４号 

工事概要 

ホッパー室給気ファン修理工一式、沈砂池排気ファンダクト修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１１日まで 

予定価格 ３，３６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 環境創造局北部下水道センター 電話 ０４５－５０３－０２０１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０５９８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
菅田いでど公園一部基盤整備工事 

施工場所 
神奈川区菅田町３４番 

工事概要 

設備工一式、施設整備工一式、基盤整備工一式、園路広場整備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、中区内、保土ケ谷区内又は港北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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２２０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子検認所通路一部解体工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３８番地 

工事概要 

解体・撤去工（ＲＣ造（一部Ｓ造）、解体面積８５ｍ２）、ガードレール新設工Ｌ＝４ｍ 

工期 契約締結の日から平成２３年 １月３１日まで 

予定価格 １，３２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 - 

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２２０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神明台処分地内排水施設等整備工事 

施工場所 
泉区池の谷３８６２番地ほか 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝１２６ｍ、塩ビ管設置工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１．５ｍ）、集水桝築造工 
６か所、側壁補修工１２．５４ｍ２、導水樋取付工Ｌ＝２７．４１ｍ、転落防止柵設置工 
Ｌ＝１３２ｍ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１４日まで 

予定価格 ６，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５６４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２２０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場ポンプ補修工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

ボイラ復水ポンプ補修工１台、排気復水ポンプ補修工１台、ドレン移送ポンプ補修工１台 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１１日まで 

予定価格 ２，６３１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        54

契約番号 １０２２０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見工場脱塩脱硝設備補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地１ 

工事概要 

脱塩コンプレッサー補修工２台、脱硝コンプレッサー補修工１台 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 １２，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 資源循環局鶴見工場 電話 ０４５－５２１－２１９１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２３０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市営洋光台住宅舗装等補修工事 

施工場所 
磯子区洋光台五丁目５番地 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６８３ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝４４．６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２４，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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。  

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、旭区内、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２４０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１地区地区街路３号線植栽工事 

施工場所 
西区みなとみらい三丁目６番地先からみなとみらい五丁目２番地先まで 

工事概要 

基盤整備工、植栽工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１７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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 都市整備局みなとみらい２１推進課 電話 ０４５－６７１－３６１２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２６０１０００２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜美術館衛生設備改修その他工事 

施工場所 
西区みなとみらい三丁目４番１号 

工事概要 

配管工、スプリンクラー改修工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ２８，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２７０１０００４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
坂本小学校ほか１校放課後キッズクラブ教室整備工事 

施工場所 
保土ケ谷区坂本町６番地ほか１か所 

工事概要 

電灯・コンセント設備工一式、空調設備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，５７７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、港南区、保土ケ谷区内、戸塚区内又は泉区内のいずれかに 
あること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２７０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
藤が丘小学校ほか１校放課後キッズクラブ教室整備工事 

施工場所 
青葉区藤が丘二丁目３０番地３ほか１か所 

工事概要 

受変電設備改修工一式、電灯・コンセント設備工一式、空調設備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ４，２１０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２８０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
動物愛護センター（仮称）植栽工事 

施工場所 
神奈川区菅田町７５番４ほか 

工事概要 

植栽工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 １６，６７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３１０１００５５ 

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５） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１６０ｍ、雨水桝築造工８か所、地先境界ブロック工Ｌ＝３０ｍ、アスフ 
ァルト舗装工３１３ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，４７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 ０４５－５１０－１６６９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３１０１００５６ 

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６） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１２０ｍ、雨水桝築造工８か所、地先境界ブロック工Ｌ＝２５ｍ、アスフ 
ァルト舗装工３４３ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，２６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 ０４５－５１０－１６６９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３１０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区寛政町歩道橋補修工事 

施工場所 
鶴見区寛政町２２番３０号地先 

工事概要 

塗替塗装工５７３ｍ２、足場工一式、板張防護工６３ｍ２、排水装置工Ｌ＝１７．８ｍ、 
歩道橋側板工８９ｍ２、補強鋼材工１８か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ９，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 ０４５－５１０－１６６９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３１０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区平安小学校歩道橋ほか１か所補修工事 

施工場所 
鶴見区平安町２丁目９番１地先ほか１か所 

工事概要 

塗替塗装工４７６ｍ２、足場工、排水装置工Ｌ＝１４ｍ、歩道橋側板工４０．６ｍ２、補 
強鋼材工１０か所、ノンスリップタイル設置工１３４枚 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １５，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６６９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３２０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内区画線設置工事（その３） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工一式、溶融噴射式路面カラー塗装工１１０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ４，１４０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３２０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、遊具施設修繕工、管理施設修繕工、植栽修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ５，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３２０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区東神奈川地内ほか２か所下水道改良工事 

施工場所 
神奈川区東神奈川二丁目５番地先ほか２か所 

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ２５０ｍｍ～Φ５００ｍｍ、Ｌ＝７５．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

予定価格 ６，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生又は土木 

格付等級 【管更生：－】又は【土木：Ｃ】 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】又は【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。  

その他 

財団法人下水道新技術推進機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（反転工法又 
は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の許 
諾を受けていること。 

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 
）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の 
許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関する契約書の写し等 
） 

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

入札期間 
平成２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３３０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西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 
西土木管内一円 

工事概要 

人孔蓋枠修繕工４か所、人孔躯体高さ調整工２か所、インバート修繕工１．６㎡、塩ビ取 
付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、９か所）、雨水桝修繕工２か所、取付管接続 
受託工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、２か所）、接続桝築造工２か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ５，６６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３３０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西区横浜駅東口歩道橋塗替工事 

施工場所 
西区高島二丁目１８番地先から１９番地先まで 

工事概要 

横断歩道橋塗装工１，０９５ｍ２、足場工一式、板張防護工３３１ｍ２、シート防護工 
３３１ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

予定価格 １２，７７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３３０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
内海川跨線人道橋高欄補修工事 

施工場所 
西区高島二丁目１６番地先 

工事概要 

高欄製作・設置工一式、パネル設置工Ｌ＝１０７ｍ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ６，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３４０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内防護柵設置工事（その２） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

防護柵設置工Ｌ＝３０ｍ、車止め設置工２基 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，８２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、中区内又は南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３４０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
仲尾台公園ほか４公園施設改良工事 

施工場所 
中区仲尾台７番地９ほか４か所 

工事概要 

基盤整備、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２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １３，９２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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。 
（２）平成２２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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３４０１００４７ 

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３） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工、植栽修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        74

契約番号 １０３４０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
錦町第一公園ほか６公園施設改良工事 

施工場所 
中区錦町５番地１２ほか６か所 

工事概要 

基盤整備工、設備工、園路広場工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３４０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
寿公園施設改良工事 

施工場所 
中区寿町３丁目９番地４ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２７，５７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２２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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３５０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区万世橋ほか２橋修繕工事 

施工場所 
南区万世町１丁目１８番地先から中村町２丁目１１０番１地先までほか２か所 

工事概要 

地覆修繕工Ｌ＝４７．６ｍ、高欄取替工Ｌ＝４５．２ｍ、舗装切断工Ｌ＝４１ｍ、橋梁用 
埋設型伸縮継手装置設置工Ｌ＝１３ｍ、インターロッキングブロック設置工１５ｍ２、タ 
イル舗装１３ｍ２、防護柵設置工４か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ８，８２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、南 
区内、港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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３６０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日野御所ヶ谷第二公園ほか３公園施設改良工事 

施工場所 
港南区日野八丁目２１番ほか３か所 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工、設備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３６０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
丸山台四丁目第二公園ほか１４公園施設改良工事 

施工場所 
港南区丸山台四丁目５番ほか１４か所 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２０，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３６０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道横浜鎌倉（上大岡駅周辺地区）歩道整備工事 

施工場所 
港南区上大岡西二丁目１番地先から６番地先まで 

工事概要 

インターロッキングブロック舗装工４８７ｍ２、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２８日まで 

予定価格 ２９，７２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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。  

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、旭区内、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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３６０１００６３ 

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 

本管修繕工Ｌ＝１２ｍ、人孔蓋枠修繕工１８か所、人孔修繕工４か所、取付管修繕工４か 
所、雨水桝修繕工４か所、塩ビ管布設工Ｌ＝１９．６ｍ、取付管布設工１か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，３２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３７０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内道路整備工事（その６） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

側溝工Ｌ＝７５ｍ、雨水桝築造工３か所、集水枡築造工２か所、人孔調整工２か所、地先 
境界石工Ｌ＝２０ｍ、小型重力式擁壁工（Ｈ＝１ｍ、Ｌ＝１０ｍ）、アスファルト舗装工 
３７０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        82

契約番号 １０３７０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
狩場町防災資材置場整備工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町１６９番４４ 

工事概要 

コンクリート板土留工６０本、コンクリート板設置９２．７ｍ２、笠木設置工１，４９９ 
ｔ、塩化ビニル管設置工Ｌ＝４ｍ、Ｕ型側溝Ｌ＝４ｍ、地先境界石工Ｌ＝１１２ｍ、アス 
ファルト舗装４５０ｍ２、ネットフェンス設置工Ｌ＝５．５ｍ、両開き門扉工１基 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１６日まで 

予定価格 ２１，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３８０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内舗装補修（応急修理）工事・雪害対策工事 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工４７０ｍ２、路盤工４７０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，５１０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３８０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
さちが丘第三公園ほか４公園施設改良工事 

施工場所 
旭区さちが丘１４８番１０ほか４か所 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３８０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
若葉台公園ほか６公園施設改良工事 

施工場所 
旭区若葉台三丁目１番ほか６か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１７日まで 

予定価格 ２０，７８０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２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２０年１１月１日から平成２２年１０月３１日までの間に完成した工種「造 
  園」に係る工事の横浜市請負工事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条及び横浜市病院経営 
  局請負工事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 
）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３８０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本宿第二公園ほか３公園施設改良工事 

施工場所 
旭区南本宿町１４４番５６ほか３か所 

工事概要 

基盤整備工、施設整備工、園路広場整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３８０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
希望が丘ふれあいの森公園ほか５公園施設改良工事 

施工場所 
旭区中希望が丘１１８番１ほか５か所 

工事概要 

基盤整備工、施設整備工、園路広場整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 １５，２７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３８０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区市沢町地内組立歩道改修工事 

施工場所 
旭区市沢町３２６番地先 

工事概要 

横断防止柵設置工Ｌ＝５３ｍ、組立歩道設置工Ｌ＝５５ｍ、組立歩道撤去工Ｌ＝５４ｍ、 
足場工８０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １９，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３９０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区洋光台六丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
磯子区洋光台六丁目７番地先から１０番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６４０ｍ２、路盤工１，７００ｍ２、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１０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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３９０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
杉田内山公園ほか９公園施設改良工事 

施工場所 
磯子区杉田三丁目２２番ほか９か所 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工、植栽工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 １６，９９０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３９０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子駅前歩道橋塗装工事 

施工場所 
磯子区森一丁目６番２３号地先 

工事概要 

塗装塗替工５６３ｍ２、ゴムチップ舗装工３６ｍ２、視覚障害者誘導用ブロック工１ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２３日まで 

予定価格 １０，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３９０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道笹下第２９３号線（森が丘二丁目交差点）道路改良工事 

施工場所 
磯子区森四丁目１４番２１号地先から１４番２３号地先まで 

工事概要 

道路照明灯設置工１基、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１０日まで 

予定価格 １，８２０，０００（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４００１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内河川水路維持工事（その５） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

防護柵設置工Ｌ＝１００ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝４５ｍ、水路しゅんせつ工１００ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，６６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        94

契約番号 １０４００１００６４ 

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８） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

基盤整備工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１６日まで 

予定価格 ５，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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。 
（２）平成２２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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４００１００６５ 

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７） 

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２３年 ３月１６日まで 

予定価格 ５，６６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４００１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
阿王ケ台公園ほか３公園倉庫・掲示板設置工事 

施工場所 
金沢区能見台六丁目９番地１ほか３か所 

工事概要 

倉庫設置工、掲示板設置工、基盤整備工、植栽工 

工期 契約締結の日から平成２３年 １月３１日まで 

予定価格 １，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４１０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新横浜周辺地区歩行者系案内標識補修工事 

施工場所 
港北区新横浜三丁目７番１地先ほか７か所 

工事概要 

案内標識設置工１０基、サイン表示貼替え工２枚 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ４，７７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：道路標識設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４１０１００８１ 

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１１） 

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２５０ｍ２、路盤工６０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ６，６１０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４１０１００８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区鳥山地区下水道再整備工事 

施工場所 
港北区鳥山町６２２番地先から６２８番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１８ｍ）、ヒューム管撤去工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝ 
１９ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ７，１３０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、緑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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４１０１００８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
師岡表谷戸公園ほか３公園施設改良工事 

施工場所 
港北区師岡町１１６０番４５号ほか３か所 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２６，０５０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４２０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工５１０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ７，３４０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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 
区内又は青葉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４２０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工６００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ７，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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 
区内又は青葉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４２０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内道路整備工事（その５） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

側溝工Ｌ＝４０ｍ、桝築造工４か所、人孔調整工２か所、地先境界石工Ｌ＝２０ｍ、擁壁 
工Ｌ＝１０ｍ、アスファルト舗装工１２０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ６，８２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、緑区内又は青葉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４２０１００５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
竹山烏森公園ほか４公園施設改良工事（１） 

施工場所 
緑区竹山四丁目１番地９ほか４か所 

工事概要 

設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２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２０年１１月１日から平成２２年１０月３１日までの間に完成した工種「造 
  園」に係る工事の横浜市請負工事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条及び横浜市病院経営 
  局請負工事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）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号１０４２０１００５３番及び   
１０４２０１００５４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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４２０１００５３ 

工事件名 
竹山烏森公園ほか４公園施設改良工事（１） 

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１０４２０１００５４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          
  １０４２０１００５３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。 
（６）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完成 
  した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １０４２０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
竹山烏森公園ほか４公園施設改良工事（２） 

施工場所 
緑区竹山四丁目１番地９ほか４か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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 

契約番号１０４２０１００５３番に記載する。  

その他 

契約番号１０４２０１００５３番に記載する。 

提出書類 

契約番号１０４２０１００５３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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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１０４２０１００５３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１０４２０１００５３番に記載する。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４２０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東本郷第五公園ほか４公園施設改良工事（１） 

施工場所 
緑区東本郷五丁目２７番ほか４か所 

工事概要 

設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２８日まで 

予定価格 ２３，８２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号１０４２０１００５５番及び   
１０４２０１００５６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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

※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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４２０１００５５ 

工事件名 
東本郷第五公園ほか４公園施設改良工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０４２０１００５６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１０４２０１００５５番及び１０４２０１００５６ 
  番の合計金額を契約番号１０４２０１００５５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          
  １０４２０１００５５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 １０４２０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東本郷第五公園ほか４公園施設改良工事（２） 

施工場所 
緑区東本郷五丁目２７番ほか４か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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 

契約番号１０４２０１００５５番に記載する。  

その他 

 

提出書類 

契約番号１０４２０１００５５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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

本件工事は契約番号１０４２０１００５５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１０４２０１００５５番に記載する。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４３０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内舗装補修（応急修理・雪害対策）工事 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工７２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １１，７５０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４３０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内舗装補修（応急修理・雪害対策）工事（その２） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工７３０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １２，１２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４３０１００６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
千草台公園ほか９公園施設改良工事 

施工場所 
青葉区千草台１７番１ほか９か所 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、設備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ４，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４３０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
すすき野二丁目北公園再整備工事（１） 

施工場所 
青葉区すすき野二丁目８番５ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、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２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ２３，４８０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

その他 

平成２２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） 
なお、主任技術者届出書については、契約番号１０４３０１００７０番及び       
１０４３０１００７１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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４３０１００７０ 

工事件名 
すすき野二丁目北公園再整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０４３０１００７１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１０４３０１００７０番及び１０４３０１００７１ 
  番の合計金額を契約番号１０４３０１００７０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          
  １０４３０１００７０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 １０４３０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
すすき野二丁目北公園再整備工事（２） 

施工場所 
青葉区すすき野二丁目８番５ 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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 

契約番号１０４３０１００７０番に記載する。  

その他 

契約番号１０４３０１００７０番に記載する。 

提出書類 

契約番号１０４３０１００７０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２２年１２月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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１０４３０１００７０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１０４３０１００７０番に記載する。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４３０１００７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
袖振公園ほか１４公園施設改良工事 

施工場所 
青葉区荏田西二丁目３４番１２ほか１４か所 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

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 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４４０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内排水路維持・整備工事（その４） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

排水路しゅんせつ工３０ｍ３、側溝清掃工Ｌ＝５００ｍ、除草工３，２００ｍ２、Ｕ型側 
溝布設工Ｌ＝２０ｍ、集水桝築造工２か所、転落防止柵設置工Ｌ＝１５ｍ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ５，４４０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        118

契約番号 １０４４０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
二の丸こぶし公園ほか９公園施設改良工事 

施工場所 
都筑区二の丸８番ほか９か所 

工事概要 

基盤整備工、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２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ２７，４６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４４０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道東山田第１１６号線ほか１路線歩道拡幅整備工事（その３） 

施工場所 
都筑区東山田四丁目３４番地先ほか１か所 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４７６ｍ、切削オーバーレイ工１，５６８ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ３１，４６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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。  

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、保土ケ谷区内、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 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号１０４４０１００５８番及び   
１０４４０１００５９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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４４０１００５８ 

工事件名 
市道東山田第１１６号線ほか１路線歩道拡幅整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０４４０１００５９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１０４４０１００５８番及び１０４４０１００５９ 
  番の合計金額を契約番号１０４４０１００５８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          
  １０４４０１００５８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 １０４４０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道東山田第１１６号線ほか１路線歩道拡幅整備工事（その３）に伴う付帯工事 

施工場所 
都筑区東山田四丁目３４番地先ほか１か所 

工事概要 

人孔蓋調整工２２か所、標識移設工６基、バス停柱移設工３基、カーブミラー移設工１基 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１０４４０１００５８番に記載する。  

その他 

契約番号１０４４０１００５８番に記載する。 

提出書類 

契約番号１０４４０１００５８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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号１０４４０１００５８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１０４４０１００５８番に記載する。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１１） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工９２０ｍ２、路盤工７２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１０） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工８４０ｍ２、路盤工６３０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，４７０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅東口第八自転車駐車場改修工事 

施工場所 
戸塚区戸塚町３番地 

工事概要 

防護柵設置工５２基、フェンス設置工Ｌ＝６７ｍ、防止柵撤去Ｌ＝１１９ｍ、アスファル 
ト舗装工６９．５ｍ３ ほか 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ５，４２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        125

契約番号 １０４５０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内道路整備工事（その１０） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

側溝工Ｌ＝６０ｍ、雨水桝設置工２か所、地先境界石工Ｌ＝５０ｍ，小型重力擁壁工（Ｈ 
＝１ｍ、Ｌ＝３０ｍ）、アスファルト舗装工３００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内道路整備工事（その１１） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

側溝工Ｌ＝９０ｍ、雨水桝設置工２か所、地先境界石工Ｌ＝６０ｍ，小型重力擁壁工（Ｈ 
＝１ｍ、Ｌ＝２０ｍ）、アスファルト舗装工３００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平戸坂下公園ほか１公園施設改良工事（１） 

施工場所 
戸塚区平戸町４８４番３ほか１か所 

工事概要 

設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ２０，５３０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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） 
なお、主任技術者届出書については、契約番号１０４５０１００７６番及び       
１０４５０１００７７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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７６ 

工事件名 
平戸坂下公園ほか１公園施設改良工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０４５０１００７７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１０４５０１００７６番及び１０４５０１００７７ 
  番の合計金額を契約番号１０４５０１００７６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          
  １０４５０１００７６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 １０４５０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平戸坂下公園ほか１公園施設改良工事（２） 

施工場所 
戸塚区平戸町４８４番３ほか１か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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 

契約番号１０４５０１００７６番に記載する。  

その他 

 

提出書類 

契約番号１０４５０１００７６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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号１０４５０１００７６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１０４５０１００７６番に記載する。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
舞岡熊之堂公園ほか８公園施設改良工事 

施工場所 
戸塚区舞岡町１０９３番地８ほか８か所 

工事概要 

基盤整備区、園路広場整備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ２４，２００，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２２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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
柏尾町第三公園再整備工事 

施工場所 
戸塚区柏尾町１４３２番２６ 

工事概要 

整備面積：約２，５５７ｍ２、基盤整備工、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２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ２５，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２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２０年１１月１日から平成２２年１０月３１日までの間に完成した工種「造 
  園」に係る工事の横浜市請負工事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条及び横浜市病院経営 
  局請負工事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）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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）。 
（３）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完成 
  した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
前田町公園ほか１公園施設改良工事（１） 

施工場所 
戸塚区前田町５１４番３ほか１か所 

工事概要 

設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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） 
なお、主任技術者届出書については、契約番号１０４５０１００８０番及び       
１０４５０１００８１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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００８０ 

工事件名 
前田町公園ほか１公園施設改良工事（１） 

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１０４５０１００８１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          
  １０４５０１００８０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。 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        134

契約番号 １０４５０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
前田町公園ほか１公園施設改良工事（２） 

施工場所 
戸塚区前田町５１４番３ほか１か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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 

契約番号１０４５０１００８０番に記載する。  

その他 

 

提出書類 

契約番号１０４５０１００８０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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号１０４５０１００８０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１０４５０１００８０番に記載する。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
名瀬下第一公園施設改良工事 

施工場所 
戸塚区名瀬町７９８番１ 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２２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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４５０１００８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上柏尾第三公園再整備工事 

施工場所 
戸塚区上柏尾町３１１番地１ 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 １９，５９０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４６０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内舗装補修（応急修理・雪害対策）工事（その５） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工５２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １１，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４６０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内水路・河川維持工事（その４） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

河川管理用通路補修工１８０ｍ２、側溝清掃工Ｌ＝３５０ｍ、しゅんせつ工１００ｍ３、 
防護柵設置工Ｌ＝１００ｍ、Ｕ型側溝布設工Ｌ＝１４０ｍ、ふとんかご工Ｌ＝６０ｍ、除草工
２００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４７０１００４８ 

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・雪害対策）工事 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工６００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４７０１００４９ 

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４） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工５００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４７０１００５０ 

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 

防護柵設置撤去工Ｌ＝２２０ｍ、舗装補修工５０ｍ２、しゅんせつ工５０ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１４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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４７０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区領家一丁目地内街路樹保全工事 

施工場所 
泉区領家三丁目１４番１地先から領家一丁目９番１１地先まで 

工事概要 

植栽維持工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ４，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４８０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
楽老南公園ほか３公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区二ツ橋町２１５番地５ほか３か所 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１９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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４８０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
橋戸原公園ほか７公園施設改良工事（１） 

施工場所 
瀬谷区橋戸一丁目２８番地３ほか７公園 

工事概要 

設備工、施設整備工、園路広場整備工、植栽工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ２２，７００，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２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２０年１１月１日から平成２２年１０月３１日までの間に完成した工種「造 
  園」に係る工事の横浜市請負工事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条及び横浜市病院経営 
  局請負工事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 
）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 
なお、主任技術者届出書については、契約番号１０４８０１００４７番及び       
１０４８０１００４８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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        145

契約番号 １０４８０１００４７ 

工事件名 
橋戸原公園ほか７公園施設改良工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０４８０１００４８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１０４８０１００４７番及び１０４８０１００４８ 
  番の合計金額を契約番号１０４８０１００４７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          
  １０４８０１００４７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。 
（５）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完成 
  した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １０４８０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
橋戸原公園ほか７公園施設改良工事（２） 

施工場所 
瀬谷区橋戸一丁目２８番地３ほか７公園 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、設備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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 

契約番号１０４８０１００４７番に記載する。  

その他 

契約番号１０４８０１００４７番に記載する。 

提出書類 

契約番号１０４８０１００４７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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号１０４８０１００４７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１０４８０１００４７番に記載する。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４８０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
三ツ境第三公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区三ツ境７番地８ 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１９日まで 

予定価格 １８，４２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５５０１００１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区防火水槽撤去工事 

施工場所 
瀬谷区下瀬谷一丁目２７番１ 

工事概要 

コンクリート製防火水槽撤去工１基 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ７，１４０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０７１０１０１１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本宿中学校ほか１校外周道路改修等工事 

施工場所 
旭区川島町２０４８番地ほか１か所 

工事概要 

外周道路改修工一式、水田築造工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ８，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０７１０１０１２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山内小学校維持補修工事 

施工場所 
青葉区新石川一丁目２０番地１ 

工事概要 

防砂ネット工３４３ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ２０，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０７１０１０１２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平沼小学校ほか１校維持補修工事 

施工場所 
西区平沼二丁目１１番３６号ほか１か所 

工事概要 

防砂ネット設置工６０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 ８，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        152

契約番号 １０７１０１０１２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
十日市場中学校外構改修工事 

施工場所 
緑区十日市場町１５０１番地４２ 

工事概要 

土工一式、校庭改良工一式、舗装工一式、植栽工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ２６，９６０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、緑区内、青葉区内、都筑区内、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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０７１０１０１２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東高等学校防球ネット改修工事 

施工場所 
鶴見区馬場三丁目５番１号 

工事概要 

防球ネット嵩上げ工、既存防球ネット撤去工 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 ３６，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第 316 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 22 年 11 月 24 日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア グランドピアノ 10 台の購入（その１） 

   イ グランドピアノ 13 台の購入（その２） 

   ウ グランドピアノ 10 台の購入（その３） 

   エ グランドピアノ 13 台の購入（その４） 

 (2) 物品の特質等  

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

    第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

契約締結日から平成 23 年３月 25 日まで 

 (4) 納入場所 

   入札説明書による。 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

 (6) 入札方法 

   この入札は、第１号アからエまでに掲げる物品ごとに入札に付し、数量の総価により行う。                  

 (7) その他 

  本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）

（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成 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「楽器」に登録が

認められている者であること。  

  (3) 平成 22 年 12 月３日から開札日までの間のいずれの日においても、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) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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 

 ３ 入札参加の手続 

    当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載

手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 

  (1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

      入札説明書による。 

 (2) 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 

      横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      下田 電話 045 (671) 2249（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 
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    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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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 22 年 11 月 24 日から平成 22 年 12 月 17 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 

横浜市教育委員会事務局東部学校教育事務所学事支援第二課（関内駅前第一ビル３階） 

電話 045(671)4389（直通） 

７ 入札及び開札 

  第１項第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

(1) 入札方法及び入札期間等 

入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

             平成 23 年１月７日から平成 23 年１月 12 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成 23 年１月 13 日午後２時 45 分 

  （ｲ） 入札場所  

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

    ウ 郵送による入札書の提出 

 平成 23 年１月 12 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

      平成 23 年１月 13 日午後２時 45 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出してない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定める者のほか、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 
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   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   納品検査終了後、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:  

①Purchase of 10 Grand Piano(Part1) 

②Purchase of 13 Grand Piano(Part2) 

③Purchase of 10 Grand Piano(Part3) 

④Purchase of 13 Grand Piano(Part4) 

(2) Deadline for the tender: ２:45 p.m., 13 January, 2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of  

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第 317 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 22 年 11 月 24 日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

  ア 校内情報配信システム用機器 一式の購入（その１） 

  イ 校内情報配信システム用機器 一式の購入（その２） 

  ウ 校内情報配信システム用機器 一式の購入（その３） 

  エ 校内情報配信システム用機器 一式の購入（その４） 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

  第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    契約締結日から平成 23 年３月 25 日まで 

 (4) 納入場所 

   入札説明書による。 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

(6) 入札方法 

   この入札は、第１号アからエまでに掲げる物品ごとに入札に付し、数量の総価により行う。  

(7) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 平成 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

類」に登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年 12 月３日から開札日までの間のいずれの日においても、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の措置を受けていない者であること。  

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。  

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間                                     

入札説明書による。                                     

  (2) 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 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

稲葉 電話 045 (671) 2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         
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 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、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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 22 年 11 月 24 日から平成 22 年 12 月 17 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 

横浜市教育委員会事務局東部学校教育事務所学事支援第二課（関内駅前第一ビル３階） 

電話 045(671)4389（直通） 

７ 入札及び開札 

  第１項第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 23 年１月７日から平成 23 年１月 12 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時  

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 23 年１月 13 日午後２時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年１月 12 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 23 年１月 13 日午後２時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

   横浜市契約規則第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 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 
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   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   納品検査終了後、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: 

① Purchase of Electronic equipment for school network systems in 9 junior high  

  schools(part1) 

② Purchase of Electronic equipment for school network systems in 5 junior high  

  schools(part2) 

③ Purchase of Electronic equipment for school network systems in 2 junior high  

  schools(part3) 

④ Purchase of Electronic equipment for school network systems in 6 junior high  

  schools(part4) 

(2) Deadline for the tender:２:00p.m.，13 January，2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of  

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第318号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「無停電電源装置（ＡＰＣ） 18台ほか 同等品可」ほか47件の契約について、一般競争入

札を行う。 

平成 22 年 11 月 24 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 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。 

(2) 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。）を電子メール（送

信先アドレスは「so-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の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。 

(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。 
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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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号ま

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札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、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札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に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 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、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 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

者について、(1)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

。 

(6) (1)において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

がないとき若しくは(2)イ又は(5)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(5)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。 

(7) (4)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（(2)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
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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「so-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、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)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。 

(9) 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(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)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) 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。 
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契約番号 １０１２０２００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
無停電電源装置（ＡＰＣ） １８台ほか 同等品可  

納入／履行場所 
道路局道路調査課 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 道路局道路調査課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０１２０２００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
境界プレート（センター矢印） ７３０個ほか 

納入／履行場所 
道路局道路調査課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 道路局道路調査課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０１２０３００６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなとみらい歩道橋警備・管理委託 

納入／履行場所 
西区高島一丁目１番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 １月 ６日から平成２３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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：機械警備】 

所在地区分 市内 

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警備業法第２条第５項に規定する機械警備業務を平成１７年４月１日以降に元請として 

２か月以上継続して履行した実績を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 道路局施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０２０３８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
潤滑油（新日本石油） ４０缶 同等品可 

納入／履行場所 
環境創造局高田ポンプ場ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０２０３８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ロウ・ヴォリューム・エア・サンプラー（徴小粒子状物質の成分分析用サンプラー） ２台 

納入／履行場所 
鶴見区潮田交流プラザ局ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

 

発注担当課 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０２０３８８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
徴小粒子状物質の標準測定機（Ｔｈｅｒｍｏ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ） ２台 製品指定 

納入／履行場所 
鶴見区潮田交流プラザ局ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

 

発注担当課 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０２０３９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
徴小粒子状物質自動測定機（紀本電子工業、東亜ディケーケー、堀場製作所又はＴｈｅｒｍｏ

Ｆｉｓｈｅｒ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ） ２台 製品指定 

納入／履行場所 
鶴見区潮田交流プラザ局ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

 

発注担当課 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０３２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センタ－ 初沈殿池等脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センタ－ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０３３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部水再生センター脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 環境創造局中部水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０３３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
太尾ポンプ場等脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局太尾ポンプ場ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 環境創造局港北水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        173

契約番号 １０２１０３０３３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川向ポンプ場沈砂池しゅんせつ業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局川向ポンプ場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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）の許可を受けている者。 

④強力吸引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強力吸引車の車検証の写し又は引受証明書 

④強力吸引車であることが確認できる書類等 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局港北水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０３３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
環境活動支援センターほか樹木等管理委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区狩場町２１３ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 環境創造局環境活動支援センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０３３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
微量化学物質分析業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局西部水再生センターほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 環境創造局水再生水質課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０３３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄第一水再生センター継電器等電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局栄水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 環境創造局栄水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０３３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部水再生センター継電器等電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センターほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 環境創造局中部水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２１２２００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バイオディーゼル燃料用電動式ドラムポンプ（アクアシステム） １個ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所ほか６か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 １月 ７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
コンベアチェーン（エステック） ３３巻ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
吊下げ金具Ａ（福島製作所） １組ほか 製品指定 

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２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
給じん装置用電磁弁（油研） ４個ほか 同等品可 

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２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高分子凝集剤（栗田工業） ２７０キログラムほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局処分地管理課排水管理係 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽四輪トラック（ダンプ付） ５台の製造 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

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．当該物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 資源循環局車両課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新品タイヤ（ノーマル ２２５／８５Ｒ １７．５） １０本ほか 

納入／履行場所 
資源循環局港南事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 １月１７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 タイヤ 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 資源循環局港南事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
分別啓発シール「収集できません」 １，６４５，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか１８か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 特殊印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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時まで総務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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 資源循環局業務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０６４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大ごみ処理券（２００円） ６７０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
委託業者（鶴見区大黒ふ頭） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から７０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 特殊印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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時まで総務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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 資源循環局総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０３０２１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷工場受発配電設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局保土ケ谷工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２３０４０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
普通自動車 ４台の借入 

納入／履行場所 
建築局情報相談課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ３月 １日から平成２９年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

提出書類 

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２２年１２月１３日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月１４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 

①この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

②平成２２年度分の賃借料（税抜き）で見積もること。 

③設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年１２月２日の午後１時までに発注情 

報詳細の「添付文書」欄において行う。 

発注担当課 建築局情報相談課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２５０５０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（市庁舎）７４，０００ｋｇ（概算）の売払 

納入／履行場所 
中区港町１－１ 市庁舎地階ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 １月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 総務局総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２７０２００９３ 

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（富士通） １５台 同等品可 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 １月１４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２８０２０３７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉タクシー利用券綴 ２４，３００冊（概算）ほかの印刷 

納入／履行場所 
鶴見区高齢・障害支援課ほか１８か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月 １日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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３時まで総務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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 健康福祉局障害福祉課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２８０３００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速液体クロマトグラフ質量分析計の点検委託 

納入／履行場所 
健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 １月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

その他 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記営業種 

目の登録の有無は問わない。）。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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
椅子（イトーキ） ３１５脚ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市立あかね台中学校（青葉区あかね台二丁目８番地２） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
教卓 ５台ほか 

納入／履行場所 
横浜市立川上北小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
木製角椅子 １２０脚ほか 

納入／履行場所 
横浜市立川上北小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
卒業証書（小学校） ４１，８０５枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局学事支援第一課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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３時まで総務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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 教育委員会事務局学事支援第一課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
運動靴（ＢＲＯＯＫＳ又はＭｏｏｎＳｔａｒ） １，０１８足 同等品可 

納入／履行場所 
教育委員会事務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 ゴム・皮革 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局教職員厚生課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アップライトピアノ（カワイ又はヤマハ） ８台 同等品可（その１） 

納入／履行場所 
横浜市立新鶴見小学校ほか７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 楽器 

格付等級 - 

登録細目 【楽器：ピアノ】 

所在地区分 市内又は準市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第二課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アップライトピアノ（カワイ又はヤマハ） １２台 同等品可（その２） 

納入／履行場所 
横浜市立笹野台小学校ほか１１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 楽器 

格付等級 - 

登録細目 【楽器：ピアノ】 

所在地区分 市内又は準市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第二課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アップライトピアノ（カワイ又はヤマハ） ８台 同等品可（その３） 

納入／履行場所 
横浜市立矢向中学校ほか７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 楽器 

格付等級 - 

登録細目 【楽器：ピアノ】 

所在地区分 市内又は準市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第二課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
情報応用授業用教授システム １式 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市立みなと総合高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第一課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
講堂用放送機（日本ビクター、パナソニック又はＴＯＡ）１８台 同等品可（その１）  

納入／履行場所 
横浜市立市場小学校ほか１７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第二課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
講堂用放送機（日本ビクター、パナソニック又はＴＯＡ） １１台 同等品可（その２） 

納入／履行場所 
横浜市立帷子小学校ほか１０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第二課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
講堂用放送機（日本ビクター、パナソニック又はＴＯＡ） １２台 同等品可（その３） 

納入／履行場所 
横浜市立市場中学校ほか１１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第二課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０２３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
講堂用放送機（日本ビクター、パナソニック又はＴＯＡ） １３台 同等品可（その４） 

納入／履行場所 
横浜市立港南中学校ほか１２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ２月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 教育委員会事務局学事支援第二課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３０２０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
屋内運動場吊り上げ式バスケットゴール安全点検委託１ 

納入／履行場所 
横浜市立蒔田小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

その他 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記営業種 

目の登録の有無は問わない。）。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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        207

契約番号 １０７１０３０２０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
屋内運動場吊り上げ式バスケットゴール安全点検委託２ 

納入／履行場所 
横浜市立白幡小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

その他 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記営業種 

目の登録の有無は問わない。）。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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３０２０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
屋内運動場吊り上げ式バスケットゴール安全点検委託３ 

納入／履行場所 
横浜市立西前小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

その他 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記営業種 

目の登録の有無は問わない。）。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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３０２０５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
屋内運動場吊り上げ式バスケットゴール安全点検委託４ 

納入／履行場所 
横浜市立生麦小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

その他 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記営業種 

目の登録の有無は問わない。）。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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３０２０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市場小学校外６９校便所節水装置保守点検  

納入／履行場所 
横浜市立市場小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ８日（水）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 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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水道局調達公告第 155 号 

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成22年11月24日 

 

   横浜市水道事業管理者 

   水道局長 齋 藤 義 孝 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 工事名 

   （仮称）鶴ケ峰上部・下部配水池築造工事 

 (2) 工事場所 

   旭区鶴ケ峰本町二丁目 39 番１号 

 (3) 工事概要 

   ア 上部配水池築造工（鉄筋コンクリート構造、有効貯水量 3,000 立方メートル） 

  イ 下部１号配水池築造工（鉄筋コンクリート構造、有効貯水量 8,000 立方メートル） 

    ウ 下部２号配水池築造工（鉄筋コンクリート構造、有効貯水量 8,000 立方メートル） 

 (4) 工種 

   土木 

 (5) 完成期限 

   契約締結日から 2,010 日 

 (6) 予定価格 

3,138,790,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 (7) 調査基準価格 

開札後に公表 

２ 入札参加資格 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件をすべて満たした特定建設共同企業体で、かつ、入

札参加資格の確認を受けなければならない。 

 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 

ア 構成員数は、３者とする。 

イ 各構成員（中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）第３条に規定する中小企業等協同組

合（以下「組合」という。）の場合はその組合員を含む。）は、本件工事に係る入札において、同時

に２以上の特定建設共同企業体の構成員（組合の場合はその組合員を含む。）になることができない。 

ウ 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている特定建設共同企業体の他の構成員になることが

できない。 

エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が当該特定建設共同企業体の総出資額の 10 分の２以上

であるとともに、代表者となる構成員の出資比率は、当該特定建設共同企業体の構成員中 大でな

ければならない。 

(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 

ア 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項の規定により定めた資格を有する者であること。 

イ 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）において「土木」に登録を認めら

れている者であること。 

ウ 平成 22 年 12 月８日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び

指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

エ 特定建設共同企業体の代表構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たし

ている者であること。 

水 道 局 
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(ｱ) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 27 条の 23 第１項に定める経営事項審査（以下「経審」

という。）の総合評定値通知書（本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ 新の

ものとする。以下同じ。）における土木一式の総合評定値が 1,250 点以上であること。 

(ｲ) 土木工事業及び水道施設工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｳ) 平成８年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、有効

貯水量 4,800 立方メートル以上の鉄筋コンクリート構造の配水池築造工事の元請としての施工実績

を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が総出資額の 10 分の２以上のもの

に限る。）。 

(ｴ) 平成８年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、配

水池築造工事の元請としての施工経験を有し（共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が

総出資額の 10 分の２以上のものに限る。）、かつ、土木工事業及び水道施設工事業に係る監理技

術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者を

施工現場に専任で配置できること。 

オ 特定建設共同企業体の第２位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が 1,150 点以上であること。 

(ｲ) 土木工事業及び水道施設工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｳ) 平成８年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、配水

池築造工事の元請としての施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率

が総出資額の 10 分の２以上のものに限る。）。 

(ｴ) 平成８年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、配水

池築造工事の元請としての施工経験を有し（共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が総出

資額の 10 分の２以上のものに限る。）、かつ、土木工事業及び水道施設工事業に係る監理技術者

資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者を施工現

場に専任で配置できること。 

カ 特定建設共同企業体の第３位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が 900 点以上であること。 

(ｲ) 土木工事業及び水道施設工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｳ) 土木工事業及び水道施設工事業に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格

を有するものと国土交通大臣が認定した者を施工現場に専任で配置できること。 

キ エ(ｴ)、オ(ｴ)及びカ(ｳ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従事して

いない者でなければならない。ただし、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、

他の工事に従事している者であっても、開札日からおおむね７日以内に本件工事に配置することが

できる場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

３ 入札参加の手続 

本件工事の入札に参加しようとする者（前項第２号イに定める登録のない者で、入札説明書に定める

名簿登載手続を行う者を含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出方法 

入札説明書による。 

(2) 提出部課 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第一課工事第二係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2245 

(3) 提出期限 

平成 22 年 12 月８日午後５時 

(4) 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 

横浜市総務局契約財産部契約第一課工事契約係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2246 
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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、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が、

次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。 

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

  (2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所 

  本件工事に係る入札説明書等は、第３項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付等 

 (1) 入札説明書の交付期間及び交付方法 

      横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。 

   また、平成 22 年 11 月 24 日から平成 22 年 12 月８日まで（日曜日及び土曜日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）の間に第３項第２号に掲げる部課において無償で交付す

る。 

 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法 

   入札説明書に定める方法により入手すること。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間及び開札予定日時 

  ア 入札期間 

    平成 23 年１月 18 日から平成 23 年１月 20 日まで（毎日午前９時から午後８時まで。ただし、 終

日は午後５時まで） 

  イ 開札予定日時 

    平成 23 年１月 21 日午前９時 15 分 

 (2) 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

   (ｱ) 前号アに定める期間内に、特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したＩＣカ

ードを使用して、特定建設共同企業体登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを

用いて、電子入札システムにより入札書を提出すること。 

   (ｲ) 入札にあたっては、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）

（以下「運用基準」という。）第 13 条を参照すること。なお、工事費内訳書は、本件工事の設計図

書（参考資料等の内訳書を含む。以下同じ。）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。 

 イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 所定の入札書と工事費内訳書を封書に入れて、前号アに定める期間内に、横浜市総務局契約財産

部契約第一課まで提出すること。 

(ｲ) 工事費内訳書は、本件工事の設計図書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。 

(ｳ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の代表構成員の所在地、商号又は名称及び

代表者名を記載すること。 

(ｴ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第

１号様式)」を、入札書と併せて提出すること。この場合、当該様式の「４ 電子入札システムを

利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載すること。 

  ウ 郵送による入札書の提出 

   (ｱ) 所定の入札書と工事費内訳書を封書に入れて、前号アに定める期間内に、横浜市役所内郵便局に

到達するように、書留郵便で郵送すること。 

(ｲ) 工事費内訳書は、本件工事の設計図書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。 

(ｳ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の代表構成員の所在地、商号又は名称及び

代表者名を記載すること。 

(ｴ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第
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１号様式）」を、入札書と併せて提出すること。この場合、当該様式の「４ 電子入札システムを

利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載すること。 

 (3) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の 100 分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札金額とすること。 

 (4) 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。 

８ 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) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

 (5) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科目

別内訳書という」。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳細な

内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と一致

した項目及び数量が明示されているものに限る。）の提出をしない者が行った入札 

 (6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、平成 21・22 年度横浜市一般競争入札参加資格審

査申請における代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (7) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、前項第２号アに定める方法によらない入札 

(8) 紙により入札書を提出する場合に、前項第２号イに定める方法によらない入札 

(9) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第２号ウに定める方法によらない入札 

 (10) 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 

  第１項第６号に定める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。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、その者

により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を

締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、

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

もって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

 (1) 入札保証金  

   免除する。  

 (2) 契約保証金  

   要求する。 

11 契約金の支払方法  

 (1) 前払金  

   契約金額の 10 分の４以内の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を契

約の相手方とする場合は、契約金額の10分の２以内の額を支払う。 

(2) 中間前払金 

横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項に規定する認定を受けた場合には、追加

して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行ったもの

を契約の相手方とする場合は、この限りでない。 

 (3) 契約金は、別に定める契約期間中の各会計年度の支払限度額等の範囲内で出来高に応じて支払う。 

 (4) 契約金の部分払いの回数は、14 回以内とする。 

12 その他 

 (1) 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。 
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 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締結

する予定の有無 

   無 

 (4) 本件工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該

当する。 

 (5) 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札参加資格の申請後、第７項第１号アに定める期間の

終日までの間に第２項第２号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪失した場合

の取扱い 

      入札説明書による。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止し、又は取り消すことがある。 

 (7) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

  (1) Subject matter of the contract: Construction of new distribution reservoirs,the 

     “Tsurugamine upper and lower distribution reservoirs” (A tentative name) 
  (2) Deadline for the tender: 5:00 p.m., 20 January, 2011 

  (3) Contact point for the notice: First Contract Division, General Affairs Bureau, City of 

     Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2245 
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水道局調達公告第 156 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「工業用水道 三枚町（送水管路用地）排水整備工事」ほか４件の工事について、一般競争

入札を行う。 

平成22年11月24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きについては、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) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科 

 目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳 

 細な内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と 

 一致した項目及び数量が明示されているものに限る。）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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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きを繰り返す。 

 (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 

  時までの間に総務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) イの手続きにより落札者を決定する。 

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

  当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

  た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

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

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 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以内の額を支払い、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項

に規定する認定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各年

）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ご

とに支払い、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項に規定する認定を受けた場合は

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

う。 

(3) 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（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。 

(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総務局契約第一課あ

ての書留郵便により郵送又は横浜市総務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
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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 １０５２０１０４２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業用水道 三枚町（送水管路用地）排水整備工事 

施工場所 
神奈川区三枚町２５７番地８地先から２５７番地１５地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５７ｍ２、Ｕ型側溝工Ｌ＝５４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ３，２８０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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、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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３２９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
樽町一丁目口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区樽町一丁目２４番１６号地先から２７番１３号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工 （Φ１００ｍｍ、Ｌ＝２０７ｍ）、管撤去工一式、給水管取付替工一
式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 １７，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書 
と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内 
訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
釜利谷西一丁目口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
金沢区釜利谷西一丁目２０番２号地先から２２番１３号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ、Ｌ＝１２４ｍ）、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９０日間 

予定価格 １４，２８０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は電子入札とする。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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
田奈町口径１５０ｍｍ配水管布設替工事に伴う路面復旧工事 

施工場所 
青葉区田奈町２９番地２地先から５１番地７地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，７１３ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，１７１ｍ 

工期 契約締結の日から７０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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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。  

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、保土ケ谷区内、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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）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（８）を参照）。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上大岡線口径８００ｍｍ配水管更新工事に伴う試掘工事 

施工場所 
港南区港南一丁目２２番６号地先から笹下一丁目２番１７号地先まで 

工事概要 

試掘工一式（Ｗ＝１．５ｍ、Ｌ＝７０ｍ ほか）、アスファルト舗装工４３７ｍ２ 

工期 契約締結の日から１００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
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 

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。  

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、南 
区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）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（８）を参照）。 

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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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水道局調達公告第157号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「鋼１フランジ付短管（ＳＴＷ400）900Ａ×1000Ｌ（Ｆ15ＧＦ） ２個ほか」ほか３件の契

約について、一般競争入札を行う。 

平成 22 年 11 月 24 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。 

(2) 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。）を電子メール（送

信先アドレスは「so-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の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。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 
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(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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号ま

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札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、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札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に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 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、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 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

者について、(1)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

。 

(6) (1)において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

がないとき若しくは(2)イ又は(5)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(5)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。 
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(7) (4)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（(2)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「so-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、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)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。 

(9) 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(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)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) 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、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 １０５２０２０４８５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鋼１フランジ付短管（ＳＴＷ４００）９００Ａ×１０００Ｌ（Ｆ１５ＧＦ） ２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 契約締結の日から平成２３年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 鋼材 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

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。準市内業者及 

び市外業者については、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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 水道局中部工事担当 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０５２０２０４８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型貨物自動車（バン）（トヨタ、日産又は三菱） ２台 同等品可 

納入／履行場所 
水道局中部工事担当（南区中村町４丁目３０５番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ３月 １日から平成２３年 ３月１１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７日（火）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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 水道局中部工事担当 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０５２０２０４８８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＳＵＳフランジ用ボルトナットＭ１６×７０ ３，０００個ほか 

納入／履行場所 
水道局南部給水維持課（磯子区洋光台六丁目） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 水道局南部給水維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０５２０２０４９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
陰イオンオートサプレッサー（日本ダイオネクス） １個ほか 製品指定 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 水道局小雀浄水場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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交通局調達公告第 77 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「戸塚駅改良工事（建築工事）その２」ほか２件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成22年11月24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。 

交 通 局 
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 (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) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科 

 目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳 

 細な内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と 

 一致した項目及び数量が明示されているものに限る。）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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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 

  時までの間に総務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以内の額を支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項

に規定する認定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各年

）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ご

とに支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項に規定する認定を受けた場合は

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

う。 

(3) 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（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。 

(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総務局契約第一課あ

ての書留郵便により郵送又は横浜市総務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
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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 １０５３０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅改良工事（建築工事）その２ 

施工場所 
戸塚区戸塚町１２番地１ 

工事概要 

地下１階コンコース改修工７８ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３０日まで 

予定価格 ９，９３０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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、南 
区内、港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、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）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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５３０１００５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川和検修庫安全帯受け金物設置工事 

施工場所 
都筑区川和町３７９番地 

工事概要 

安全帯受け金物設置工 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 １，０２０，０００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） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

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。  

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文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 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５３０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
あざみ野駅ほか１６か所自動水栓化工事 

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２番地２０ほか１６か所 

工事概要 

配管更新工、水栓更新工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１１日まで 

予定価格 ４，７２７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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、中区内、港南区内、港北区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内又は泉 
区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年１２月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ９日（木）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 79 号 平成 22 年 11 月 24 日発行 

                                                    

                        239

 

交通局調達公告第78号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「エアーコンプレッサー（アネスト岩田） １台ほか 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 22 年 11 月 24 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。 

(2) 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。）を電子メール（送

信先アドレスは「so-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の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。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 
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(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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号ま

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札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、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札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に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 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、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 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

者について、(1)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

。 

(6) (1)において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

がないとき若しくは(2)イ又は(5)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(5)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。 
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(7) (4)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（(2)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「so-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、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)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。 

(9) 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(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)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) 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 １０５３０２０２８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
エアーコンプレッサー（アネスト岩田） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所ほか５か所 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０５３０２０２９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
レール締結装置（中間部用 ＹＳ－６型） ７０４組ほか 

納入／履行場所 
交通局新羽保守管理所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電車用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に登録があること。 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 交通局施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０５３０２０２９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
タワー型サーバー 一式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局営業推進課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

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 

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２２年１２月 ６日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年１２月 ７日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年１２月 ７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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 交通局営業推進課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 

 


