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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（工事）の施行 

  （鶴見・神奈川・港北区道路照明灯設置工事 ほか 91 件） ···································· ２ 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （ノートパソコンＡ 490 台の購入 ほか３件） ············································ 102 

△ 同（南部水再生センター水処理施設等保守点検業務委託 一式） ······························ 105 

△ 同（都筑水再生センター水処理施設等保守点検業務委託 一式） ······························ 108 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （定期用課税基本台帳（ＮＤＣＧ） 1,432,000 セットの印刷 ほか 45 件） ··················· 111 

△ 特定調達契約の落札者等の決定···························································· 160 

△ 同 ····················································································· 160 

△ 同 ····················································································· 162 

 

【水道局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （本牧ふ頭Ｄ突堤口径 200ｍｍ配水管新設工事 ほか 13 件） ································· 163 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （広報よこはま特別号「よこはまの水」 1,600,000 部の印刷 ほか８件） ···················· 181 

 

【交通局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （市営地下鉄ブルーラインフェンス改修等工事 ほか２件） ·································· 193 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （作業服夏ズボン 50 着ほかの製造 ほか１件） ··········································· 200 
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調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第 356 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「鶴見・神奈川・港北区道路照明灯設置工事」ほか 91 件の工事について、一般競争入札を

行う。 

平成23年11月22日 

 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

 

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 23・24 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
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は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費の内訳書（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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 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、開札日において、平成 23・24 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
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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財政局契約第一課あて

の書留郵便により郵送又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

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

市のホームページを参照すること。 

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

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

事請負等競争入札参加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 １１１２０１００９７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見・神奈川・港北区道路照明灯設置工事

施工場所 
神奈川区三ツ沢下町地先ほか８か所

工事概要 

道路照明灯設置工２基、道路照明灯建替工４５基 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２１日まで

予定価格 ２４，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

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）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併せて、その実績を 
証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００７７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大黒ふ頭内照明塔補修工事

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭１５番地

工事概要 

現場塗装工２４７ｍ２、足場工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ６，２１０，０００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 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者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２３・２４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、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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局維持課 電話 ０４５－６２２－０６００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００７８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ふ頭１号上屋ほか事務室等照明設備改修工事

施工場所 
中区山下ふ頭構内及び本牧ふ頭構内

工事概要 

照明器具改修工一式、スイッチ改修工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月 ９日まで

予定価格 ２，１２２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００７９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大黒ふ頭Ｔ－３号上屋耐震改修工事

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭構内

工事概要 

ブレース新替工４か所

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ２，０００，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を
  指定。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００８０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ふ頭港湾厚生センターほか照明設備等改修工事

施工場所 
中区山下ふ頭構内 

工事概要 

照明交換工一式、操作盤増設工一式、照明鉄塔電気部品交換工一式、既設撤去一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月 ９日まで

予定価格 １，２５８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００８１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｂ突堤各上屋電気室扉改修工事

施工場所 
中区本牧ふ頭構内 

工事概要 

上屋電気室出入口扉新替工５か所

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ３，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建具 

格付等級 -

登録細目 【建具：建具工事】

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 ０４５－６７１－７３２８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

                                   第73号 平成23年11月22日発行 

                                                 

12 

 

契約番号 １１１４０１００８２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大さん橋国際客船ターミナル屋上ウッドデッキ改修工事

施工場所 
中区海岸通１丁目１番地

工事概要 

下地調整工８０３ｍ２、表面処理工８０３ｍ２、白線引き工（Ｗ＝６０ｍｍ）５７５ｍ

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ４，７６０，０００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 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者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２３・２４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、南区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４８９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区緊急輸送路下水道管きょ耐震化工事

施工場所 
港南区 戸一丁目４番１号地先から港南中央通１２番３１号地先まで 

工事概要 

管路接続部耐震化工（Φ３００ｍｍ～Φ１，３５０ｍｍ、２４か所） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １８，４８０，０００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 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２３・２４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、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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 ９時４５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 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４９１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鴨志田公園再整備工事（その１）

施工場所 
青葉区鴨志田町５３８番１

工事概要 

整備面積：約１０，０００ｍ２、基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備
工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ４３，８４０，０００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 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２３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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－３９４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４９２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
菅田いでど公園拡張部整備工事

施工場所 
神奈川区菅田町３４番

工事概要 

整備面積：１２，０００ｍ２、基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備
工、自然育成工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ２７，７５０，０００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 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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「造園」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
（２）平成２１年１１月１日から平成２３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、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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８５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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １０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）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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４９３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岩井町公園再整備工事

施工場所 
保土ケ谷区岩井町３３６番地

工事概要 

整備面積：３，００３ｍ２、基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工
、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ２６，７７０，０００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 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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「造園」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
（２）平成２１年１１月１日から平成２３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、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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８５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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １０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）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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４９６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
寺家ふるさとの森ほか１か所施設改良工事

施工場所 
青葉区寺家町８３４番ほか１か所

工事概要 

基盤整備工、施設整備工、園路広場整備工

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 １９，９４０，０００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 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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １０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 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４９７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センター屋上緑化工事

施工場所 
中区本牧十二天１番１号

工事概要 

植栽工、設備工、園路広場整備工

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １０，１４０，０００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 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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４９８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市児童遊園地再整備工事（その２）

施工場所 
保土ケ谷区狩場町２１３番

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、自然育成工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １０，６３０，０００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 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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局環境活動支援センター 電話 ０４５－７１１－０６３５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０４９９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
陣ケ下渓谷公園一部整備工事

施工場所 
保土ケ谷区川島町７９７番地

工事概要 

整備面積：５，８００ｍ２、基盤整備工、施設整備工、自然育成工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ５，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５００

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区福浦地区下水道工事（その４）

施工場所 
金沢区福浦三丁目１１番地２地先

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ７００ｍｍ、Ｌ＝１４５．７ｍ）

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ３１，２４０，０００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 管更生 

格付等級 -

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５０１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金井公園再整備工事（その４）

施工場所 
栄区金井町３１５番２

工事概要 

散水設備工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ７，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港
南区内、磯子区内、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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １０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 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５０２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センター場内道路標示等塗装工事

施工場所 
中区本牧十二天１番１号

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝１，５５２ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工４７４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月１７日まで

予定価格 ３，４５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局中部水再生センター 電話 ０４５－６２１－４１１４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５０３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）北寺尾都市緑地整備工事

施工場所 
鶴見区北寺尾七丁目４４２番１

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工、植栽工、設備工

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１２日まで

予定価格 １９，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 ０４５－６７１－３９４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５０６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センターＡ系接触タンクスカム除去装置改良工事

施工場所 
中区本牧十二天１番１号

工事概要 

スカム回収装置製作・据付１基、駆動装置製作・据付１基、水中汚水ポンプ製作・据付
一式、現場盤製作・据付一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 １５，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５０７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
環境活動支援センター内余熱利用施設撤去工事

施工場所 
保土ケ谷区狩場町２１３番

工事概要 

屋外配管設備撤去工一式、電気設備撤去工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 １２，２６０，０００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 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５０８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子ポンプ場放流・避越ゲート現場盤等修理工事

施工場所 
磯子区磯子二丁目２９番１９号

工事概要 

放流・避越ゲート現場盤修理工一式、電力量計修理工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５０９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター北側水処理スカム破砕用装置等改良工事

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号

工事概要 

片吸込み渦巻きポンプ交換工１台、配管工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １１，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５１０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター場内電話設備改良工事

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号

工事概要 

電話交換機改修工一式、構内ＰＨＳ用アンテナ据付工１０１台、局線表示盤据付工２台
ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ２４，９２０，０００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 電気通信 

格付等級 -

登録細目 【電気通信：電話工事】

所在地区分 市内 

技術者 

電気通信工事業に係る主任技術者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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５１１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター中央沈砂池照明設備等修理工事

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号

工事概要 

照明設備設置工一式、既設撤去工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ４，７５３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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 

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２３・２４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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにある 
  こと。 
（２）平成２３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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 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 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部水再生センター連絡管廊床排水ポンプ等修理工事

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地

工事概要 

水中汚水ポンプ製作・据付６台、配管修理工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ９，４１０，０００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 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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局西部水再生センター 電話 ０４５－８５２－６４７１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５１３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
豊岡幹線排水ポンプ施設ＮＯ．２排水ポンプ修理工事

施工場所 
鶴見区佃野町７番地

工事概要 

水中ポンプ交換工１台 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ３，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 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 環境創造局北部第一水再生センター 電話 ０４５－５７２－２２８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５１４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日産スタジアム無停電電源装置改修工事

施工場所 
港北区小机町３３００番地

工事概要 

無停電電源装置更新工１台、既設撤去工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ４，０１２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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２３・２４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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５１５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岡村公園ほか１公園ナイター照明施設改良工事

施工場所 
磯子区岡村二丁目１７番ほか１か所

工事概要 

照明灯設置工４０台、照明灯撤去工９０台、ＬＥＤ照明灯設置工４台、安定器盤設置工４
面、照明塔塗装工４基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ４３，１８０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 ２時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０５１６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑水再生センター計装用空気配管等修理工事

施工場所 
都筑区佐江戸町２５番地

工事概要 

除湿機据付工７台、除湿機撤去工９台、配管修理工一式、アフタークーラー撤去工３台、
エアーフィルター交換工１０個 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ７，７１０，０００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 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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 ２時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局都筑水再生センター 電話 ０４５－９３２－２３２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２２０１００６２

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 

ボイラ給水ポンプ補修工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで

予定価格 ４，４２０，０００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 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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２２０１００６３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場電話交換機更新工事

施工場所 
都筑区平台２７番１号

工事概要 

電話交換機更新工一式、ＰＨＳアンテナ設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ８，７４３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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 電気通信 

格付等級 -

登録細目 【電気通信：電話工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２３０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見川漕艇場屋上防水及び外壁改修工事

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番地

工事概要 

屋上改修工、外壁改修工、建具工 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ２９，７７０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （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）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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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）。 
（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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２３０１００３７

工事件名 
鶴見川漕艇場屋上防水及び外壁改修工事

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又 
  は都筑区内のいずれかにあること。 
（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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「建築」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が３５点以上の者であること。 
 イ 平成２１年１１月１日から平成２３年１０月３１日までの間に完成した工種「建  
  築」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、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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８５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 １１２７０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
たきがしら会館改修工事（衛生空調設備工事）

施工場所 
磯子区滝頭三丁目１番６８号

工事概要 

ＲＣ造、２階建、改修面積２４１．１６ｍ２の建築工事に伴う衛生空調設備工事 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ６，５０２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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及び冷暖房設備工事】

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 

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９８０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
たきがしら会館改修工事（建築工事）

施工場所 
磯子区滝頭三丁目１番６８号

工事概要 

ＲＣ造、２階建、改修面積２４１．１６ｍ２

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １７，４４０，０００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 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２３・２４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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
たきがしら会館改修工事（電気設備工事）

施工場所 
磯子区滝頭三丁目１番６８号

工事概要 

ＲＣ造、２階建、改修面積２４１．１６ｍ２の建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ４，９０３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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 

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２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３年度優良工事請負業者表彰 
  名簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること。 
（２）平成２１年１１月１日から平成２３年１０月３１日までの間に完成した工種「電  
  気」に係る工事の横浜市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、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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）。 
（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 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３２０１００６０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区旭ケ丘地内道路整備工事

施工場所 
神奈川区旭ケ丘１１番１６号地先

工事概要 

法面吹付工２６２ｍ２、Ｕ型側溝工Ｌ＝２０ｍ

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ９，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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
見区内又は神奈川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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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  該当する

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３２０１００６１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
砂田川河川敷花壇整備工事

施工場所 
神奈川区菅田町２４２０番２地先

工事概要 

植栽工、花壇工、敷地造成工、付属施設工

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１９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 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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３２０１００６２

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Ｌ＝１，０００ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工１００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで

予定価格 ４，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 １日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３３０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内道路整備工事（その３）

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝７５ｍ、雨水桝設置工２か所、重力式擁壁工Ｌ＝２０ｍ、アスファルト舗
装工１２０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで

予定価格 ８，０００，０００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 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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３３０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６）

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

表層工４２０ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 ８，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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
区内又は中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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３４０１００３８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４）

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工２００ｍ２、セメントミルク浸透工２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 １５，７００，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３４０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区松影町３丁目地内舗装補修工事

施工場所 
中区松影町３丁目１１番地先から４丁目１４番地先まで

工事概要 

舗装打換工１，２５０ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １８，３４０，０００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：Ｃ】 

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３４０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区大平町地内舗装補修工事

施工場所 
中区大平町７４番地先から９１番地先まで

工事概要 

アスファルト舗装工２，１６９ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２４日まで

予定価格 ２０，０３０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３４０１００４０

工事件名 
中区大平町地内舗装補修工事

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２３・２４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）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２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３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又は土木・造園部門に登載されている者であるこ 
   と。 
  イ 平成２１年１１月１日から平成２３年１０月３１日までの間に完成した工種「ほ 
   装」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事 
   検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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 １１３４０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内区画線設置工事（その２）

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝３００ｍ、溶融噴射式カラー塗装工５００ｍ２、標識柱・基礎設置工
１１基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ７，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３５０１００５２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内公園施設修繕工事（その３）

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ４，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３５０１００５３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区永田北三丁目地内舗装補修工事（その２）

施工場所 
南区永田北三丁目１０番６号地先から１５番８号地先まで

工事概要 

アスファルト舗装工５８４ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝２９７ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １０，３１０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中
区内、南区内又は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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３６０１００５９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区港南台第３号歩道橋補修工事

施工場所 
港南区港南台五丁目３番地先から港南台六丁目１番地先まで

工事概要 

ゴムチップ舗装工７５ｍ２、塗膜ウレタン防水工７７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで

予定価格 ６，４７０，０００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：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：滑り止め舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３６０１００６０

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 戸一丁目３番１６号地先から上大岡西一丁目３番２５号地先まで 

工事概要 

歩道舗装工５１６ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝２０．６ｍ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 １３，２６０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、港南区内、磯子区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００５２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内河川・水路維持工事（その２）

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円

工事概要 

しゅんせつ工５５ｍ３、転落防止柵工Ｌ＝２０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝５ｍ、アスファルト舗
装工５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ３，０６０，０００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 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２３・２４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、保土ケ谷区内又は緑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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００５３

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 

Ｌ型側溝工Ｌ＝９０ｍ、雨水桝築造工４か所、アスファルト舗装工２５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ９，２００，０００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 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２３・２４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、保土ケ谷区内又は緑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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００５４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新桜ケ丘第四公園再整備工事

施工場所 
保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目７番

工事概要 

基盤整備工、設備工、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２４年 ３月３０日まで

予定価格 １３，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、磯子区内又は金沢区内の 
  いずれかにあること。 
（２）平成２３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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００５５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区中野橋補修工事

施工場所 
保土ケ谷区岩井町１１番地先

工事概要 

主桁端部補強工１０か所、断面修復工６か所、現場塗装工１０１ｍ２、足場工５７ｍ２、

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ３，３５０，０００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 鋼構造 

格付等級 -

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００５６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６）

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円

工事概要 

アスファルト舗装工５３５ｍ２、切削オーバーレイ工１００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３８０１００６３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東希望が丘こぶし公園ほか３公園施設改良工事

施工場所 
旭区東希望が丘１５５番４ほか３か所

工事概要 

基盤整備工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １１，３２０，０００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 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２３・２４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、旭区内、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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４００１００５５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東富岡公園ほか５公園施設改良工事

施工場所 
金沢区富岡東六丁目３０番ほか５か所

工事概要 

基盤整備工、施設整備工

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １１，５７０，０００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：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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、磯子区内又は金沢区内の 
  いずれかにあること。 
（２）平成２３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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４００１００５６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内公園施設修繕工事（その５）

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ６，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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、南区内、保土ケ谷区内、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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４００１００５７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区柴町地内ほか１か所舗装補修工事

施工場所 
金沢区柴町２９３番地先から３０７番地先までほか１か所

工事概要 

アスファルト舗装工１，７００ｍ２、側溝蓋取替工Ｌ＝７０ｍ、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １５，７７０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

                                   第73号 平成23年11月22日発行 

                                                 

66 

 

契約番号 １１４１０１００７６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１５０ｍ、雨水枡築造工３か所、集水桝築造工２か所、Ｕ型側溝工Ｌ＝
１０ｍ、小型重力式擁壁工７ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ８，７５０，０００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 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２３・２４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。 
（２）平成２３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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４１０１００７７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内道路整備工事（その１１）

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝４ｍ、地先境界ブロック設置工Ｌ＝１０ｍ、アス
ファルト舗装工２２０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ４，７１０，０００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 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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４１０１００７８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木事務所緑化工事

施工場所 
港北区大倉山七丁目３９番１号

工事概要 

植栽工、雨水排水設備工、給水設備工、駐車場整備工 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ２０，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４１０１００７９

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１２０ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 ７，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

                                   第73号 平成23年11月22日発行 

                                                 

70 

 

契約番号 １１４１０１００８０

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１２）

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１３０ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 ７，６１０，０００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、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４１０１００８１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区仲手原一丁目地内ほか１か所舗装補修工事

施工場所 
港北区仲手原一丁目８番２４号地先から１３番５号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，４４４ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ９，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４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、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００４７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内公園施設修繕工事（その３）

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ２，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００４８

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 

舗装工４９０ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 ９，５００，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００４９

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 

舗装工６１０ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 ９，４５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００５０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区中山町地内舗装補修工事

施工場所 
緑区中山町１０６９番地先から１１７１番１地先まで

工事概要 

アスファルト舗装工２，１４８ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝２６．７ｍ、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １５，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４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、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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４３０１００６５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
美しが丘公園ほか１４公園施設改良工事

施工場所 
青葉区美しが丘二丁目２２番ほか１４か所

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ２２，５９０，０００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 

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「造園」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
（２）平成２１年１１月１日から平成２３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、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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８５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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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）。 
（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 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４３０１００６６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内公園施設修繕工事（その６）

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ７，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００５６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道荏田綱島都筑区北山田歩道橋ほか２か所補修工事

施工場所 
都筑区北山田一丁目１４番地先ほか２か所

工事概要 

シート系防水工３０２ｍ２、明色舗装工２８６ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで

予定価格 ６，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 ２時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００５７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道池辺第２５８号線歩道拡幅整備工事（その３）

施工場所 
都筑区川和台２番１号地先から１２番５号地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工１，３５０ｍ２、透水性アスファルト舗装工８７９ｍ２、Ｌ型側溝工
Ｌ＝４０６ｍ、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで

予定価格 ２５，４６０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４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、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内の 
いずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００５８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道中川第２３４号線歩道整備工事

施工場所 
都筑区茅ケ崎中央４番１号地先から３番１号地先まで

工事概要 

インターロッキングブロック設置工５２７ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ４３，４６０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （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）イの場合、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１１４４０１００５８番及び   
１１４４０１００５９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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 

※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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００５８

工事件名 
市道中川第２３４号線歩道整備工事

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２３・２４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、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は 
  瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）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２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３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又は土木・造園部門に登載されている者であるこ 
   と。 
  イ 平成２１年１１月１日から平成２３年１０月３１日までの間に完成した工種「ほ 
   装」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事 
   検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１１４４０１００５９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１１４４０１００５８番及び１１４４０１００５９ 
  番の合計金額を契約番号１１４４０１００５８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）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。 
（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          
  １１４４０１００５８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73号 平成23年11月22日発行 

                                                 

82 

 

契約番号 １１４４０１００５９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道中川第２３４号線歩道整備工事に伴う付帯工事

施工場所 
都筑区茅ケ崎中央４番１号地先から３番１号地先まで

工事概要 

インターロッキングブロック設置工９００ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６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：Ｂ】 

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１１４４０１００５８番に記載する。

その他 

契約番号１１４４０１００５８番に記載する。

提出書類 

契約番号１１４４０１００５８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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 

本件工事は契約番号１１４４０１００５８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１１４４０１００５８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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００６０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道東山田第１１６号線歩道拡幅整備工事（安全施設工）

施工場所 
都筑区東山田四丁目３４番地先

工事概要 

信号灯器移設工２灯、建柱工３本、抜柱工３本 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ２，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００７３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内取付管接続受託下水道工事（その２）

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管接続工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、６か所）

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ２，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３・２４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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００７４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
名瀬下第四公園再整備工事

施工場所 
戸塚区名瀬町７８２番１

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １９，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００７５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
下倉田第二公園ほか１公園施設改良工事

施工場所 
戸塚区下倉田町１４７９番９５ほか１か所

工事概要 

基盤整備工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １８，６００，０００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 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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 ３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）。 
（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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００７５

工事件名 
下倉田第二公園ほか１公園施設改良工事

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２３・２４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、旭区内、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。 
（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２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３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又は土木・造園部門に登載されている者であるこ 
   と。 
  イ 平成２１年１１月１日から平成２３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、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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。 

 



横浜市報調達公告版 

                                   第73号 平成23年11月22日発行 

                                                 

88 

 

契約番号 １１４５０１００７６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
下倉田第一公園再整備工事

施工場所 
戸塚区下倉田町１４５３番１８

工事概要 

植栽工、基盤整備工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ８，９４０，０００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 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２３・２４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、旭区内、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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 ３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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００７７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区小雀町地内道路整備工事（その２）

施工場所 
戸塚区小雀町３８４番１地先から４２０番１地先まで

工事概要 

側溝工Ｌ＝２１８．４ｍ、小型重力式擁壁工３０ｍ３、地先境界ブロック工Ｌ＝１１４．２
ｍ、転落防止柵設置工Ｌ＝３３ｍ、アスファルト舗装工１，７８９ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ２９，４４０，０００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 

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２３・２４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、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）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２３年１２月 ２日（金）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 ３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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００７８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区原宿町歩道橋撤去工事

施工場所 
戸塚区原宿四丁目１７番１号地先

工事概要 

歩道橋撤去工一式（鋼重１７．７９５ｔ）、案内標識撤去工２基、足場工２か所 ほか

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ９，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 -

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）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）。 

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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００７９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
深谷町前田公園ほか１公園施設改良工事

施工場所 
戸塚区深谷町３１４番１ほか１か所

工事概要 

基盤整備工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １４，９７０，０００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 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２３・２４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、旭区内、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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４７０１００４９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内河川水路維持工事（その６）

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

防護柵設置撤去工Ｌ＝１００ｍ、構造物補修工１．４ｍ３、舗装補修工１００ｍ２、しゅ
んせつ工７０ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ７，５９０，０００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 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２３・２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 ０４５－８００－２５３６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４７０１００５０

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整備工事

施工場所 
泉区領家一丁目９番１１地先から西が岡二丁目４番地先まで

工事概要 

アスファルト舗装工２４６ｍ２、植樹帯縁石工Ｌ＝１６２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２０日まで

予定価格 ６，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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  該当する

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４７０１００５１

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５８０ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 ９，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

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２３・２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４７０１００５２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区中田南五丁目地内舗装補修工事

施工場所 
泉区中田南五丁目１５番地先から３７番地先まで

工事概要 

道路打換工９１３ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月 ５日まで

予定価格 １５，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４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。 
（２）平成２３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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００４３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区宮沢地内私道対策受託下水道工事（２３－２）

施工場所 
瀬谷区宮沢三丁目２９番２地先から３０番３８地先まで

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ～Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１１７．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 １０，７７０，０００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 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２３・２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００４４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷四丁目公園施設改良工事

施工場所 
瀬谷区瀬谷四丁目１５番地

工事概要 

基盤整備工、植栽工、施設整備工、設備工、園路広場整備工

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２１日まで

予定価格 ３１，０２０，０００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 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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「造園」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
（２）平成２１年１１月１日から平成２３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、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８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８５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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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）。 
（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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００４５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
阿久和向原公園ほか６公園施設改良工事

施工場所 
瀬谷区阿久和東二丁目２８番地１２ほか６か所

工事概要 

遊戯施設整備工、給水設備工、施設撤去工、敷地造成工、園路広場整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 １１，５４０，０００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 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２３・２４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、旭区内、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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００４６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
三ツ境第五公園ほか３公園施設改良工事

施工場所 
瀬谷区三ツ境１７９番地２７ほか３公園

工事概要 

基盤整備工、設備工、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２４年 ３月２３日まで

予定価格 １９，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００４７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内舗装補修（応急修理・雪害対策）工事

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工４００ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 １３，０６０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭
区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１７１０１０１５１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東台小学校ほか１校防災備蓄庫移設その他工事

施工場所 
鶴見区東寺尾東台１２番１号ほか１か所

工事概要 

東台小学校（防災備蓄庫新設工（プレハブ造、延床面積２５．９２ｍ２）、既存防災備蓄
庫を普通教室へ改修 ほか）、日吉南小学校（防災備蓄庫新設工（プレハブ造、延床面積 
２５．９２ｍ２）、教室改修工 ほか） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２９日まで

予定価格 ２１，４００，０００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 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２３・２４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、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいず 
れかにあること。 

提出書類 

（１）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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）午後 １時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市調達公告第 357 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 23 年 11 月 22 日  

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 
 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

ア ノートパソコンＡ 490 台の購入 

イ ノートパソコンＢ 480 台の購入 

ウ ノートパソコンＣ 480 台の購入 

エ デスクトップパソコン本体 300 台ほかの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

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。 

平成 24 年 3月 16 日（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 納入場所 

第１号アからエまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課ほか85か所（詳細は、入札説明書による。） 

イ 横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課ほか113か所（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課ほか128か所（詳細は、入札説明書による。） 

エ 横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課ほか90か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

    初の契約に係る入札公告日 

   平成 22 年２月１日 

 (7) 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。    

(8)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 23・24 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 23 年 12 月１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 
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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) 申請期限 

平成 23 年 12 月１日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）

に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

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 

公告日から平成 23 年 12 月 15 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 

横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課 

   電話 045(671)3919（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 24 年１月６日から平成 24 年１月 11 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 24 年１月 12 日午後１時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 24 年１月 11 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

 平成 24 年１月 12 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
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(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 

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 490 notebook computers(A). 

② Purchase of 480 notebook computers(B). 

③ Purchase of 480 notebook computers(C). 

④ Purchase of 300 desktop computers etc. 

(2) Deadline for the tender: 1:30 p.m. 12, January, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 358 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 23 年 11 月 22 日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 
 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

南部水再生センター水処理施設等保守点検業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

ア 履行期間（平成24年度分） 

    平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

  イ 総履行期間 

    平成24年４月１日から平成27年３月31日まで 

    （地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

(4) 履行場所 

   磯子区新磯子町39番地 

   横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センターほか６か所 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における委託料の総価により行う。 

(6) 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 23・24 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「施設運転管理・

保守」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年 12 月２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) 平成 16 年１月１日以降に公共下水道施設又は流域下水道施設の水処理（標準活性汚泥法）の運転管 

理及び保守点検を元請として、１年間以上継続して履行した実績（共同企業体の構成員としての実績を 

含む。）を有する者であること（平成 24 年３月 31 日までの履行予定のものを含む。）。 

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) 申請期限 

平成 23 年 12 月２日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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針替 電話 045(671)2227（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）

に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

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 

公告日から平成 23 年 12 月 15 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 

  〒235-0017 磯子区新磯子町39番地 

    横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター 

      電話 045 (761) 5251（直通） 

７ 入札及び開札 

 (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 24 年１月４日から平成 24 年１月６日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

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 24 年１月 10 日午後１時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 24 年１月６日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

 平成 24 年１月 10 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当

該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、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。 
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10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

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) 契約の条件 

ア この契約は、落札者決定後仮契約書を交換し、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日ま

でに横浜市議会において可決されたときに、平成24年４月１日をもって確定するものとする。 

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は

削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Maintenance Check of the Water Processing Facilities of  

 Nambu Wastewater Treatment Plant of Yokohama City 

(2) Deadline for the tender: １:30 p.m. 10, January, 2012  

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2227 
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横浜市調達公告第 359 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 23 年 11 月 22 日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 
 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

都筑水再生センター水処理施設等保守点検業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

   都筑区佐江戸町 25 番地 

横浜市環境創造局下水道施設部都筑水再生センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における委託料の総価により行う。 

(6) 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 23・24 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「施設運転管理・

保守」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年 12 月２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) 平成 16 年１月１日以降に公共下水道施設又は流域下水道施設の水処理（標準活性汚泥法）の運転管 

理及び保守点検を元請として、１年間以上継続して履行した実績（共同企業体の構成員としての実績を 

含む。）を有する者であること（平成 24 年３月 31 日までの履行予定のものを含む。）。 

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) 申請期限 

平成 23 年 12 月２日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

針替 電話 045(671)2227（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当
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するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）

に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

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 

公告日から平成 23 年 12 月 15 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 

〒224-0054 都筑区佐江戸町25番地 

    横浜市環境創造局下水道施設部都筑水再生センター 

      電話 045 (932) 2321（直通） 

７ 入札及び開札 

 (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 24 年１月４日から平成 24 年１月６日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

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 24 年１月 10 日午後１時 45 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 24 年１月６日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

 平成 24 年１月 10 日午後１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。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当

該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、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 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

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) 契約の条件 

この契約は、落札者決定後仮契約書を交換し、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日まで

に横浜市議会において可決されたときに、平成24年４月１日をもって確定するものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Maintenance Check of the Water Processing Facilities of  

 Tsuzuki Wastewater Treatment Plant of Yokohama City 

(2) Deadline for the tender:  1:45 p.m. 10, January, 2012  

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2227 
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横浜市調達公告第360号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「定期用課税基本台帳（ＮＤＣＧ） 1,432,000 セットの印刷」ほか 45 件の契約について、

一般競争入札を行う。 

平成 23 年 11 月 22 日 

 

契約事務受任者       

横浜市財政局長 柏 崎   誠  

 

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23・24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「za-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
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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「za-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13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 １１０３０２００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
定期用課税基本台帳（ＮＤＣＧ） １，４３２，０００セットの印刷 

納入／履行場所 
総務局情報システム課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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時まで財政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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１０３０２００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
資料間照合リスト（所連分：ＮＤＡＤ） ８４，０００セットほかの印刷 

納入／履行場所 
総務局情報システム課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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時まで財政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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１０３０２００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平成２４年度土地（補充）課税台帳兼評価調書 ２６６，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
財政局税務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ２月 ２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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時まで財政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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１０３０２００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
オンライン出力用納付書用紙 ６０２，２００枚の印刷  

納入／履行場所 
財政局税務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ２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 フォーム印刷 

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時まで財政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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１０３０２００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
確定申告書複写用紙 １，１１７，５００枚 

納入／履行場所 
鶴見区税務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 文具・事務機械 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１１４０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
大黒ふ頭内ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 港湾局北部管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                   第73号 平成23年11月22日発行 

                                                 

120 

 

契約番号 １１２１０２０３９８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
微小粒子状物質質量濃度測定機 １台 

納入／履行場所 
環境創造局戸塚区矢沢交差点測定局 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２３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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２０３９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大気中二酸化硫黄自動測定機（紫外線蛍光方式） １台 

納入／履行場所 
環境創造局環境科学研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ２月１０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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２０４００ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
プロペラ式微風向風速計（小笠原計器製作所、光進電気工業又は日本エレクトリックインスル

メント） ４台 製品指定 

納入／履行場所 
磯子区総合庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ２月２９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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０３３１ 

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 
環境創造局神奈川水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２６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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 環境創造局下水道水質課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０３３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子ポンプ場等脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センター磯子ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０３３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部水再生センター脱臭用活性炭交換業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局西部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 環境創造局西部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０３３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部水再生センター汚泥調整槽等脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月１６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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）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 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０３３６ 

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Ｂ系水処理施設上部側溝しゅんせつ業務委託 

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２４年 ３月１６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。 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 環境創造局中部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０５００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）ステーションワゴン １台の売払 

納入／履行場所 
都筑区総合庁舎 

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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

③古物営業の許可を受けている者。 

④使用済自動車の再資源化等に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者 

。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 環境創造局北部農政事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２０６２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
摩擦プレート（日立ニコトランスミッション） １２枚ほか 製品指定 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２０６２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バグフィルター用ロータリーバルブ（唐津バルブ工業） １台ほか 製品指定 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２３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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２０６２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
消臭剤マイクロゲル（カルモア） ４缶 同等品可 

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１４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 

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「za-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 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３０１６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神明台処分地遊水池等清掃汚泥処分委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２３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 廃棄物処理 

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当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３０１６５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神明台処分地冬季除草等作業委託 

納入／履行場所 
泉区池の谷３９４９－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３０１６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑工場低圧蒸気コンデンサ高圧洗浄清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月１５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 施設運転管理・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上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３０１６７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
事務所受水槽等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 浄化槽・貯水槽等清掃 

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。 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３０１６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場ほか下水汚泥処理処分委託 

納入／履行場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地１ほか４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３０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 廃棄物処理 

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当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）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 

※入札不成立により再度の発注を行う。 

発注担当課 資源循環局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２６０２００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
五萬悦（日立製作所） ３６個ほか 製品指定 

納入／履行場所 
市民局窓口サービス課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１２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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 市民局窓口サービス課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
乳がん検診票 ２８，０００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保健事業課ほか 

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 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位までに登録のあること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品また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時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

 

（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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
貨物自動車（トヨタ又は日産） １台 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市動物愛護センター 

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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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「za-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 健康福祉局生活衛生課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
犬鑑札（Ａ様式） １６，７００枚ほか 

納入／履行場所 
鶴見区生活衛生課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ２月 ３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 看板・プレート 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局動物愛護センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
放射線測定装置スペクトルサーベイメーター（ＢＮＣ） ３台ほか 製品指定 

納入／履行場所 
健康福祉局本場食品衛生検査所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ２月２９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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 健康福祉局食品衛生課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
放射線測定装置ガンマ線スペクトロメーター（ベルトールド） １式 製品指定 

納入／履行場所 
健康福祉局食肉衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２３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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局食品衛生課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｏｆｆｉｃｅ Ａｃｃｅｓｓ２０１０（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ） １９５本 製品指定 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１２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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
業務用衣類乾燥機（巴商会） ２台 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市寿生活館 

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 電気機械類又は厨房・浴槽機器類 

格付等級 【電気機械類：－】又は【厨房・浴槽機器類：－】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目のいずれかに第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 

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「za-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 健康福祉局保護課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０４３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ａｃｃｅｓｓ ２０１０（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ） １００個 製品指定

納入／履行場所 
健康福祉局福祉保健課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３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。②一般競争入札有資格者名簿における 

企業規模区分において「中小企業」として登録が認められている者。 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 健康福祉局福祉保健課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３０１０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
安全キャビネットの保守点検委託 

納入／履行場所 
健康福祉局食肉衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１２月２６日から平成２３年１２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の実績を有する者。 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 健康福祉局食肉衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３０１０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部斎場脱臭装置保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市南部斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１４３０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎不活性ガス消火設備耐圧試験・交換委託 

納入／履行場所 
青葉区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 青葉区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５５０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
災害対策備蓄品の配送委託 

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２４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 貨物運送 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）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 消防局危機管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５５０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
幸浦消防出張所ほか９カ所緑化管理業務委託 

納入／履行場所 
消防局幸浦消防出張所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

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：Ｂ】 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 消防局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デスクトップパソコン（富士通又はＥＰＳＯＮ） １６台 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市鶴見図書館ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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「za-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 教育委員会事務局調査資料課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
児童保健調査票 ４５，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局健康教育課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 １月２３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位までに登録のあること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品また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時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

 

（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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
胸付前掛 ５５３着ほか 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２４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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同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「za-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 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
運動靴（ＢＬＯＯＫＳ又はＭｏｏｎＳｔａｒ） ９８４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２４年 ２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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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「za-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 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
給食用ゴム手袋薄手（東和コーポレーション又はエステー化学） ９０８双ほか 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２４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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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「za-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 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
男子調理員白衣（半袖） ５７着ほかの製造 

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２４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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月１６日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月１９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月１９日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

12 月９日の午後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「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

２．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提 

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 教育委員会事務局教職員厚生課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
男子調理員白衣（半袖） ４５着ほかの製造 

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２４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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月１６日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月１９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月１９日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

12 月９日の午後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「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

２．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提 

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 教育委員会事務局教職員厚生課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０２２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市学校給食費口座振替依頼書 ２４６，０００部の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局健康教育課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 １月１３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 オフセット印刷 

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。②４色機以上の印刷機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時まで財政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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３０２００ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
消火栓ホースの産業廃棄物収集運搬委託 

納入／履行場所 
横浜市立矢上小学校ほか７６校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 １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 廃棄物処理 

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当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類）の許可を受けている者。 

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 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）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 

※入札不成立により再度の発注を行う。 

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 財政局契約第二課 
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横浜市調達公告第361号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成23年11月22日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市副市長 大 場 茂 美 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契

約の理

由 

１ 星川雨水調整池

築造工事（その

２） 

財政局契約

部契約第一

課 

中区港町１

丁目１番地 

平 成 23 年

10月31日 

大林・東亜・

小雀建設共同

企業体 

代表者 

株式会社大林

組横浜支店 

神奈川区鶴屋

町２丁目23番

地２ 

円

2,231,250,000

随意契約 － 政 府 調

達 に 関

す る 協

定 （ 平

成 ７ 年

条 約 第

23 号）

第 15 条

第 １ 項

（ｇ）

 

 

 

横浜市調達公告第362号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成23年11月22日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契

約の理

由 

１ 港北処理区新羽

末広幹線（太尾

・駒岡区間）第

二工区下水道整

備工事（その４

） 

財政局契約

部契約第一

課 

中区港町１

丁目１番地 

平 成 23 年

10月28日 

鹿島・佐藤・

松尾建設共同

企業体 

代表者 

鹿島建設株式

会社横浜支店 

中区太田町４

丁目51番地 

円

297,150,000
随意契約 － 政 府 調

達 に 関

す る 協

定 （ 平

成 ７ 年

条 約 第

23 号）

第 15 条

第 １ 項

（ｇ）

２ ごみ中継輸送用

コンテナボック

ス 18個の借入 

財政局契約

部契約第二

課 

中区港町１

丁目１番地 

平 成 23 年

９月13日 

日立キャピタ

ル株式会社神

奈川法人支店 

西区高島二丁

目６番32号 

円

2,812,320

一 般 競

争入札 

平成23年

８月２日
－ 
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３ 災害対策備蓄用

「 水 缶 詰 」

1,220,784  缶

の購入 

同 平 成 23 年

10月18日 

山中缶詰株式

会社 

静岡県焼津市

小屋敷466番地

53,836,574

同 平成23年

９月６日
－ 

４ 缶入り保存パン

（北部方面）  

231,000食の購

入 

同 同 ミドリ安全東

横浜株式会社

港南区上大岡

西三丁目２番

13号 

46,812,150

同 同 － 

５ 保存用ビスケッ

ト 413,760食

の購入 

同 同 株式会社横浜

岡田屋 

西区南幸一丁

目３番１号 

43,357,910

同 同 － 

６ 市立学校用白灯

油その１ 約

174,665リット

ルの購入 

同 平 成 23 年

10月26日 

神奈川県石炭

商業組合 

中区弥生町３

丁目33番地 

19,256,816

同 平成23年

９月13日
－ 

７ 市立学校用白灯

油その２ 約

76,497リットル

の購入 

同 同 同 

8,433,794

同 同 － 

８ 市立学校用白灯

油 そ の ３  約

188,317リット

ルの購入 

同 同 同 

20,761,949

同 同 － 

９ 市立学校用白灯

油 そ の ４  約

206,193リット

ルの購入 

同 同 同 

22,732,778

同 同 － 

10 市立学校用白灯

油 そ の ５  約

154,849リット

ルの購入 

同 同 同 

17,072,102

同 同 － 

11 市立学校用白灯

油 そ の ６  約

185,496リット

ルの購入 

同 同 同 

20,450,934

同 同 － 

12 市立学校用白灯

油 そ の ７  約

197,651リット

ルの購入 

同 同 同 

21,791,022

同 同 － 

13 市立学校用白灯

油 そ の ８  約

182,978リット

ルの購入 

同 同 同 

20,173,324

同 同 － 

14 市立学校用白灯

油 そ の ９  約

128,235リット

ルの購入 

同 同 同 

14,137,908

同 同 － 
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横浜市調達公告第363号  

   特定調達契約の落札者等の決定 

特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成23年11月22日 

 契約事務受任者 

 横浜市市民局長 谷 内   徹 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 横浜市ウェブ

活用推進事業

業務委託 一

式 

市民局広報相

談サービス部

広報課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 23

年 ９ 月

27 日 

トランス・コスモ

ス株式会社 

東京都渋谷区渋谷

３丁目 25番 18 号 

円

56,385,000

一 般 競

争入札 

平成 23

年８月

16 日 

－ 
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水道局調達公告第 152 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「本牧ふ頭Ｄ突堤口径 200ｍｍ配水管新設工事」ほか 13 件の工事について、一般競争入札

を行う。 

平成23年11月22日 

 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

 

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 23・24 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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費の内訳書（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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 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、開札日において、平成 23・24 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財政局契約第一課あての

書留郵便により郵送又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 
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  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜

市のホームページを参照すること。 

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

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

関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１５２０１０３９５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｄ突堤口径２００ｍｍ配水管新設工事

施工場所 
中区本牧ふ頭 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ２００ｍｍ、Ｌ＝３２５ｍ）、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ２８，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。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 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３９７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小出流入口進入路手摺補修工事

施工場所 
茅ヶ崎市芹沢４２４６番地

工事概要 

エキスパンドフェンス設置工（Ｈ＝１，２００ｍｍ、Ｌ＝２７．１ｍ）、転落防止柵
（手摺付）設置工（Ｈ＝１，１００ｍｍ、Ｌ＝３１．４ｍ）  

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 １，２６０，０００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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３９８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷ポンプ場ポンプ設備更新工事（その４）（空調設備工事）

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地

工事概要 

空調機器設置工一式、撤去工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ８，４９０，０００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 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２３・２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 水道局設備課 電話 ０４５－３３７－０８４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４００

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜水道記念館温水洗浄便座設置工事

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地

工事概要 

温水洗浄便座設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から６０日間

予定価格 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 

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２３・２４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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）午前 １１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（８）を参照）。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４０１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新田間橋水管橋防食工事

施工場所 
西区浅間町１丁目６番地先から岡野一丁目１４番地先まで

工事概要 

防食テープ工６０ｍ２、塗装工５４ｍ２、足場工一式 ほか

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ５，７８０，０００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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 水道局中部第二給水維持課 電話 ０４５－３３３－３８５１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４０３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その５）

施工場所 
鶴見区、神奈川区 

工事概要 

アスファルト舗装工３，６９５ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 ２２，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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：Ｃ】 

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、港北区内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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）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（８）を参照）。 

工事担当課 水道局北部第二給水維持課 電話 ０４５－５２１－２３２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４０４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場ほか１か所舗装修繕工事

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地ほか１か所

工事概要 

舗装の敷均し転圧工８６８ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝１２８ｍ、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ５，１３０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、戸
塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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（８）を参照）。 

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４０７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上永谷配水池小面積除草対策工事

施工場所 
港南区上永谷町４２４８番地

工事概要 

土系舗装工９３ｍ２、板柵縁止め工Ｌ＝１３６ｍ ほか
   

工期 契約締結の日から８０日間

予定価格 ２，４８０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港
南区内、磯子区内又は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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４０８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旧南営業所車庫等解体撤去工事

施工場所 
南区南太田四丁目１番１号

工事概要 

車庫解体撤去工（ＲＣ造、平屋建、延床面積２６２．５ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ６，６８０，０００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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）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（８）を参照）。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４０９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場送・排風機設備改良工事（１系沈殿池）

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

送排風機設置工一式、配線工一式、既設撤去工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ７，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４１０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷３号配水池緊急遮断弁室上屋撤去工事

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地

工事概要 

プレハブ本体撤去工４棟 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２０日まで

予定価格 １，１３０，０００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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）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

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４１１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ケ峰活性炭設備改良工事（その２）（機械設備工事）

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町二丁目３９番１号

工事概要 

活性炭注入ポンプ修繕工２台、配管工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ８，１８０，０００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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場照明設備修繕工事（２・３系沈殿池）

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

照明器具設置工一式、配管・配線工一式、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ７，３１０，０００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 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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神
奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、戸塚区内、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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）午後 １時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０４１５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
津久井分水池前庭通路転落防止フェンス修繕工事

施工場所 
相模原市緑区谷ケ原２丁目１１番

工事概要 

フェンス設置工一式、撤去工一式

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 １，４３０，０００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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）午後 １時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局川井浄水場 電話 ０４２－７８４－０６３３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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水道局調達公告第153号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「広報よこはま特別号「よこはまの水」 1,600,000部の印刷」ほか８件の契約について、一

般競争入札を行う。 

平成 23 年 11 月 22 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 土 井 一 成  

 

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23・24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「za-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。 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第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
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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

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「za-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13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 １１５２０２０５４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
広報よこはま特別号「よこはまの水」 １，６００，０００部の印刷 

納入／履行場所 
水道局総務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 １月 ６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 オフセット印刷 

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オフセット輪転機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」の申請において、オフセット輪転機につ 

いて既に届出がある者は、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時まで財政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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 水道局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０２０５４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バタフライ弁（副弁内蔵式）５００（１０Ｋ）ＦＣＤゴムシート（接） ４基 

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２４年 ３月 ５日まで 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０２０５４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＰＮ形）５００×６０００ ２２本ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２４０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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０２０５４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型消火栓（補修弁内蔵）口径７５ｍｍ ４０基 

納入／履行場所 
水道局北部第二給水維持課  

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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局北部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０２０５４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｍ・ソケット２０（２型） １２０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部第二給水維持課ほか 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局西部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０２０５４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
補修弁内蔵小型消火栓（ＦＣＤ）（付属品含む） ２０基ほか 

納入／履行場所 
水道局南部第一給水維持課 

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 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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局南部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０２０５４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バタフライ弁（副弁内蔵式）５００（１０Ｋ）ＦＣＤゴムシート（接） １基 

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２４年 ３月 ５日まで 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０６３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場管内大口径バルブ保守点検業務委託 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２３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、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当該業務又はこれと同種の業務実績（国内における口径４００ミリメートル以上の水道 

用バルブ保守点検業務）を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７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 水道局小雀浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０６３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷排水処理脱水汚泥収集運搬委託（その３） 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４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 廃棄物処理 

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当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③横浜市及び川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者 

。 

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 

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ７日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第 71 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「市営地下鉄ブルーラインフェンス改修等工事」ほか２件の工事について、一般競争入札を

行う。 

平成23年11月22日 

 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

 

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 23・24 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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費の内訳書（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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 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、開札日において、平成 23・24 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財政局契約第一課あての

書留郵便により郵送又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 
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  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜

市のホームページを参照すること。 

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

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

関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１５３０１００３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市営地下鉄ブルーラインフェンス改修等工事

施工場所 
港南区上永谷五丁目１番地ほか３か所

工事概要 

フェンス設置工（Ｈ＝１８００ｍｍ、忍返し付き）、門扉設置工、鋼管柵補修工、撤去工

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ５，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）午後 １時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５３０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
笹下港南中央通停留所付近ほか１か所道路施設等改修工事

施工場所 
港南区港南中央通３番６号地先ほか１か所

工事概要 

排水舗装トップコート工３７．５ｍ２、防護柵設置工Ｌ＝５．２５ｍ、区画線設置工一式
 ほか 

工期 契約締結の日から７５日間

予定価格 ５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

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２３・２４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、港南区内、磯子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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）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

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５３０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧営業所ボイラー更新その他工事

施工場所 
中区本牧元町４５番１号

工事概要 

給湯ボイラー更新工一式、浴槽更新工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ３，２０４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

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：ボイラー工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から
平成２３年１２月 ７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ８日（木）午後 １時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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交通局調達公告第72号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「作業服夏ズボン 50着ほかの製造」ほか１件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年 11 月 22 日 

 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

 

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23・24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「za-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「za-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13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 １１５３０２０３２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服夏ズボン ５０着ほかの製造 

納入／履行場所 
横浜市教育文化センター１１階被服倉庫（中区万代町１－１） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１２月１６日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月１９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月１９日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

12 月９日の午後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「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

２．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提 

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 交通局職員課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５３０２０３２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
自家用給油所計量機（トキコテクノ株式会社） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局滝頭営業所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ２月 １日から平成２４年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 その他の物品又は燃料 

格付等級 【その他の物品：－】又は【燃料：－】 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

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．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２３年１２月 ５日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年１２月 ６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１２月 ６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「za-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 財政局契約第二課 

 

 


