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        横浜市中区港町１丁目１番地 
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【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （横浜市立末吉小学校ほか 74 校で使用する電力 約 21,142,000 キロワットアワーの供給） ········ ２ 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （横浜市立日野小学校ほか 99 校で使用する電力 約 25,056,000 キロワットアワーの供給） ········ ４ 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （横浜市立星川小学校ほか 74 校で使用する電力 約 18,672,000 キロワットアワーの供給） ········ ６ 

△ 一般競争入札（入札ボンド制度試行対象工事）の施行 

  （都市計画道路東京丸子横浜線（日吉地区）街路整備工事（その 12） ほか６件） ·············· ８ 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和地区）街路整備工事（その 18） ほか８件） ······ 26 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （平成 23 年小学校普通教室用コンピュータ 一式の借入 ほか１件） ·························· 43 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （生活保護ＯＡ機器 一式の借入） ························································· 46 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （制御弁式据置鉛蓄電池 18 個ほか ほか 23 件） ··········································· 49 

 

【水道局】 

△ 総合評価一般競争入札（工事）の施行 

  （六角橋二丁目口径 150ｍｍから 300ｍｍ配水管布設替工事 ほか２件） ························ 78 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （相模原沈澱事務所ほか直流電源装置等改良工事 ほか１件） ································· 89 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （Ｍ・ソケット 20 ２型 350 個ほか ほか７件） ··········································· 96 

 

【交通局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （横浜・阪東橋間構築補修工事） ·························································· 107 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （グリーンライン駅電気設備、電気室設備及び変電所交流設備点検整備 ほか１件） ············ 112 

 

【病院経営局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （横浜市立市民病院血液透析システム 一式の購入） ········································ 117 
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横浜市調達公告第 224 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７月５日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市立末吉小学校ほか 74 校で使用する電力 約 21,142,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 23 年 10 月１日から平成 25 年３月 31 日まで 

（地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 供給場所 

   横浜市立末吉小学校ほか 74 校（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

｢細目Ａ 電力｣に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年７月 14 日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

(5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者であ

ること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 23 年７月 14 日（ただし、実績調書等は平成 23 年７月 21 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

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

   加瀬 電話 045(671)3292（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

調 達 公 告 
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５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市教育委員会事務局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/nyusatsu/） 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 23 年７月５日から平成 23 年７月 28 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 1時まで及び午後２時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

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

電話 045(671)3292（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 23 年８月 22 日午前９時 30 分 関内駅前第一ビル３階 302 会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 23 年８月 19 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

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 

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: 

Electricity to use in the Yokohama municipal elementary schools 

 (2) Date of tender: ９：30ａ.ｍ., 22 August, 2011 

 (3) Contact point for the notice: Yokohama City Board of Education Secretariat, 

Second School Affairs Support Division 

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)3292 
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横浜市調達公告第 225 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７月５日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市立日野小学校ほか 99 校で使用する電力 約 25,056,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 23 年 10 月１日から平成 25 年３月 31 日まで 

（地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 供給場所 

   横浜市立日野小学校ほか 99 校（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

｢細目Ａ 電力｣に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年７月 14 日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

(5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者であ

ること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 23 年７月 14 日（ただし、実績調書等は平成 23 年７月 21 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

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

   加瀬 電話 045(671)3292（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市教育委員会事務局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/nyusatsu/） 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 23 年７月５日から平成 23 年７月 28 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 1時まで及び午後２時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

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

電話 045(671)3292（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 23 年８月 22 日午前９時 45 分 関内駅前第一ビル３階 302 会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 23 年８月 19 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

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 

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: 

Electricity to use in the Yokohama municipal elementary schools 

 (2) Date of tender: ９：45ａ.ｍ., 22 August, 2011 

 (3) Contact point for the notice: Yokohama City Board of Education Secretariat, 

Second School Affairs Support Division 

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)3292 
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横浜市調達公告第 226 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７月５日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市立星川小学校ほか 74 校で使用する電力 約 18,672,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 23 年 10 月１日から平成 25 年３月 31 日まで 

（地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 供給場所 

   横浜市立星川小学校ほか 74 校（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

｢細目Ａ 電力｣に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年７月 14 日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

(5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者であ

ること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 23 年７月 14 日（ただし、実績調書等は平成 23 年７月 21 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

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

   加瀬 電話 045(671)3292（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市教育委員会事務局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/nyusatsu/） 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 23 年７月５日から平成 23 年７月 28 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１時まで及び午後２時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

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

電話 045(671)3292（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 23 年８月 22 日午前 10 時 00 分 関内駅前第一ビル３階 302 会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 23 年８月 19 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

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 

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: 

Electricity to use in the Yokohama municipal elementary schools 

 (2) Date of tender: 10：00ａ.ｍ., 22 August, 2011 

 (3) Contact point for the notice: Yokohama City Board of Education Secretariat, 

Second School Affairs Support Division 

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)3292 
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横浜市調達公告第 227 号 

一般競争入札（入札ボンド制度試行対象工事）の施行 

次のとおり、「都市計画道路東京丸子横浜線（日吉地区）街路整備工事（その 12）」ほか６件の工事に

ついて、一般競争入札を行う。 

平成23年７月５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 入札保証金 

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

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

を免除する。 

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

説明書及び工事ごとに定める。 

３ 入札参加手続等 

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

(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

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

、認めない。 

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

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

（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 
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なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む。）と同

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

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

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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札保証金の取扱いに係る説明書４の定めに該当する入札 

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

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

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

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

に従わない入札 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

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

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

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 契約保証金 

(1) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(2) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

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

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

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

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

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

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

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

に応じて行う。 

９ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

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

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

(6) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

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

４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(5) に定める書類の提出をしない場合 

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

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

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市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）、横浜市工事

請負等競争入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１１２０１００３０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路東京丸子横浜線（日吉地区）街路整備工事（その１２） 

施工場所 
港北区日吉三丁目５番地先から日吉四丁目４番地先まで

工事概要 

アスファルト舗装工３，０９７ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝２９２ｍ、地先境界ブロック工Ｌ＝
１７５ｍ、車止め設置工７本、擁壁工２９ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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）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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５ 

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 １１１２０１００３０

工事件名 
都市計画道路東京丸子横浜線（日吉地区）街路整備工事（その１２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
   平成２３年７月１５日から平成２３年７月２０日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   平成２３年７月２１日から平成２３年８月１１日までを含んだ日 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１１２０１００３４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道山手元町線電線共同溝整備工事（その３）

施工場所 
中区山手町２４６番地先から山手町７２番地先まで

工事概要 

特殊部設置工６基、管路工Ｌ＝１，０００ｍ 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 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－３５５０ 

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 １１１２０１００３４

工事件名 
市道山手元町線電線共同溝整備工事（その３）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
   平成２３年７月１５日から平成２３年７月２０日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   平成２３年７月２１日から平成２３年８月１１日までを含んだ日 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０１００９７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
蒔田中学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

施工場所 
南区花之木町２丁目４５番地

工事概要 

屋内運動場改修工（延床面積６４８．６３ｍ２）、附帯施設改修工（延床面積 
１６４．６６ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２４日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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 

※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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 

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 １１７１０１００９７

工事件名 
蒔田中学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
   平成２３年７月１５日から平成２３年７月２０日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   平成２３年７月２１日から平成２３年８月１１日までを含んだ日 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０１００９８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
二俣川小学校ほか１校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

施工場所 
旭区二俣川１丁目３３番地ほか１か所

工事概要 

二俣川小学校（屋内運動場及び附帯施設改修工（延床面積５７６．５７ｍ２）、トイレ改
修工（２系列、８か所、延床面積３１９．６０ｍ２））、池上小学校（トイレ改修工（ 
２系列、４か所、延床面積１４３．０２ｍ２）） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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 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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契約番号 １１７１０１００９８

工事件名 
二俣川小学校ほか１校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
   平成２３年７月１５日から平成２３年７月２０日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   平成２３年７月２１日から平成２３年８月１１日までを含んだ日 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０１００９９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ケ峯小学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

施工場所 
旭区鶴ケ峰一丁目４２番地

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造、２階建、延床面積５０８ｍ２）、附帯施設棟増築工（Ｓ造、平
屋建、延床面積９６ｍ２）、体育器具庫増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積２７ｍ２）、渡 
り廊下増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積３５ｍ２）、プレハブ倉庫基礎新設工（Ｓ造、平 
屋建、延床面積２３ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２３日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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「建築」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が５５点以上の者であること。 
（２）平成２１年６月１日から平成２３年５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。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し
（３）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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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 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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契約番号 １１７１０１００９９

工事件名 
鶴ケ峯小学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
   平成２３年７月１５日から平成２３年７月２０日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   平成２３年７月２１日から平成２３年８月１１日までを含んだ日 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完  
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０１０１００

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷中学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

施工場所 
瀬谷区中央５番地４１

工事概要 

屋内運動場改修工（Ｓ造、２階建、延床面積６４０．００ｍ２）、附帯施設改修工（Ｓ造
、平屋建、延床面積９７．２０ｍ２）、器具庫増築工（Ｓ造、平屋建、延床面積４９．０ 
ｍ２）、ミーティングルーム増築工（軽量Ｓ造、平屋建、延床面積２９．８１ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２４日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 

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 １１７１０１０１００

工事件名 
瀬谷中学校屋内運動場改修その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
   平成２３年７月１５日から平成２３年７月２０日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   平成２３年７月２１日から平成２３年８月１１日までを含んだ日 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０１０１０１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
菅田小学校給食室改修その他工事（建築工事）

施工場所 
神奈川区菅田町６７４番地

工事概要 

既存給食室をドライシステム型給食室に改修（延床面積２９５ｍ２）、耐震補強工（梁型
炭素繊維補強工６か所、耐震スリット工１２か所、開口改修工３か所） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ７８，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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、神
奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区 
内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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 

※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 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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契約番号 １１７１０１０１０１

工事件名 
菅田小学校給食室改修その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、入札ボンド制度試行対象工事である。詳細は公告本文及び入札保証金 
  の取扱いに係る説明書に定めるところによる。 
  ・入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券 
   又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
   平成２３年７月１５日から平成２３年７月２０日 午後５時まで 
  ・入札保証保険及び入札保証の保証期間 
   平成２３年７月２１日から平成２３年８月１１日までを含んだ日 
（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９（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告 228 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和地区）街路整備工事（その 18）」ほか８件

の工事について、一般競争入札を行う。 

平成23年７月５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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

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

した項目及び数量が明示されているものに限る。）の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定め

に従わない入札 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

いて行った入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

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

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

及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

(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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

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

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、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

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。 
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(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 １１１２０１００３２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和地区）街路整備工事（その１８） 

施工場所 
緑区青砥町１５０番地先から１１３２番地先までほか１か所

工事概要 

Ｌ型擁壁工８９ｍ３、ＰＣ壁体工３１本、コンクリートブロック積工５２ｍ３、Ｌ型側溝
工Ｌ＝３７７ｍ 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 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５２７ 

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 １１１２０１００３３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
霞橋架替工事 

施工場所 
中区新山下一丁目１７番１号地先から１４番１号地先まで

工事概要 

橋梁下部工（鋼管矢板基礎工、Φ９００ｍｍ、Ｌ＝１０ｍ～１２．５ｍ、１４本）、既設
橋撤去工２基、桟台工一式、施行ヤード・迂回路道路工一式 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 １５７，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成８年４月１日以降に完成した杭基礎工（既製杭に限る。）を含む橋梁下部工事（場所
打ちに限る。）の元請としての施工実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成 
員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し
（３）施工実績調書（工事内容欄に、杭基礎工を含む橋梁下部工事の概要を記入し、併せ 
て、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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 

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

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９１ 

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 １１１２０１００３３

工事件名 
霞橋架替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事（前工事）に直接関連する他の工事（後工事）の請負契約を、本件工事の 
  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。 
  （全体工事概要）橋梁下部工（場所打ち橋台築造工２基、鋼管矢板基礎工（Φ９００ 
         ｍｍ、Ｌ＝１０ｍ～１２．５ｍ、１４本））、既設橋台撤去工２基、 
         桟台工一式、護岸復旧工一式、施行ヤード・迂回路道路工一式 
（２）本件工事は、競争入札により発注した工事の契約の相手方に関連工事を随意契約に 
  より発注する場合の積算に関する取扱いの試行対象工事である。詳細は特記仕様書に 
  定めがあるので留意すること。 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、平成２３・２４年度工事請負等入札参加資格審査申請における登 
  録工種の土木に係る工事 高請負実績の元請金額が１６８，０００，０００円に満た 
  ない者で、かつ、下請金額が２２４，０００，０００円に満たない者は、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 １１１２０１００３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
花見橋架替工事（その２）

施工場所 
南区弘明寺町２０２番地先から大岡二丁目１０番地先まで

工事概要 

Ｈ形鋼引抜き工１０５本、杭橋脚撤去工７０．３９１ｔ、上部工撤去工９３．５１４ｔ、
大型土のう撤去工８８袋、ブロック積み工９１ｍ２、シート系防水８１ｍ２、塗膜系防水 
５１ｍ２、アスファルト舗装工２１６ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ６８，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 ９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）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を
  指定。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９６ 

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 １１１４０１００３０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その７）

施工場所 
中区南本牧２番地先

工事概要 

サンドドレーン工（Φ５０ｃｍ、Ｌ＝８．５ｍ～４５ｍ、２，３５４本）、サンドマット
工１３，６６１ｍ３ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月１５日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に地盤改良工事の工法名を記
入し、役職欄の監理技術者又は現場代理人のいずれか従事する方に丸印をつけること（現 
場代理人に従事する場合は、その他欄に現場代理人と記入し丸印をつけること。）。）  
（２）監理技術者講習修了証の写し （３）施工実績調書（工事内容欄に地盤改良工事の 
工法名及び施工深度を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等 
の書類を添付すること。） （４）共同企業体協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 ９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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０６ 

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 １１１４０１００３０

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その７）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は、２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額 
  の１０分の４以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という 
  。）の出資比率は、当該共同企業体構成員中 大であること。 
（４）各構成員は、前頁の入札参加資格を満たす者であること。 
（５）代表構成員の平成２３・２４年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工 
  種の土木に係る工事 高請負実績の元請金額が、本件工事の予定価格の６割以上であ 
  ること。 
（６）構成員の組み合わせは、次のア代表構成員の資格要件（ア）及び（イ）を満たす者 
  とイ第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件（ア）から（ウ）まですべてを満た 
  す者による組み合わせであること。 
 ※施工実績及び施工経験は、いずれも平成８年４月１日以降に完成したもの（当該施工 
  実績及び施工経験が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の 
  ２以上のもの）に限る。 
  ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）施工深度２７ｍ以上のバーチカルドレーン工法を用いた地盤改良工事の元請と 
    しての施工実績を有すること。 
  （イ）前頁の技術者は、バーチカルドレーン工法を用いた地盤改良工事の元請として 
    の施工経験を有すること。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）地盤改良工事の元請としての施工実績を有すること。 
  （ウ）前頁の技術者は、地盤改良工事の元請としての施工経験を有すること。 
（７）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
  人又は監理技術者として配置すること。 
（８）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者が、バーチカルドレーン工法を 
  用いた地盤改良工事の元請としての施工経験を有していない場合は、代表構成員に所 
  属する技術者を本件工事における監理技術者として配置すること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第７号の規定に基づき、 
  開札日において、共同企業体のいずれかの構成員が次の工事を契約しているとき（落 
  札決定通知書の送付を受けているときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない 
  （ただし、竣工検査及び引渡しが完了している場合はこの限りではない。）。 
  ア 南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その３） 
  イ 南本牧埋立工事（第４ブロック載荷盛土工その２） 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（４）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 １１１４０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その９）

施工場所 
中区南本牧２番地先

工事概要 

サンドドレーン工（Φ５０ｃｍ、Ｌ＝７．５ｍ～４５ｍ、２，４８２本）、サンドマット
工１２，０８７ｍ３ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月２０日まで

予定価格 ３５５，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に地盤改良工事の工法名を記
入し、役職欄の監理技術者又は現場代理人のいずれか従事する方に丸印をつけること（現 
場代理人に従事する場合は、その他欄に現場代理人と記入し丸印をつけること。）。）  
（２）監理技術者講習修了証の写し （３）施工実績調書（工事内容欄に地盤改良工事の 
工法名及び施工深度を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等 
の書類を添付すること。） （４）共同企業体協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 １１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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０６ 

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 38 号 平成 23 年７月５日発行 

                                                 

37 

 

契約番号 １１１４０１００３６

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その９）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は、２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額 
  の１０分の４以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という 
  。）の出資比率は、当該共同企業体構成員中 大であること。 
（４）各構成員は、前頁の入札参加資格を満たす者であること。 
（５）代表構成員の平成２３・２４年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工 
  種の土木に係る工事 高請負実績の元請金額が、２２３，８２０，１００円以上であ 
  ること。 
（６）構成員の組み合わせは、次のア代表構成員の資格要件（ア）及び（イ）を満たす者 
  とイ第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件（ア）から（ウ）まですべてを満た 
  す者による組み合わせであること。 
 ※施工実績及び施工経験は、いずれも平成８年４月１日以降に完成したもの（当該施工 
  実績及び施工経験が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の 
  ２以上のもの）に限る。 
  ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）施工深度２７ｍ以上のバーチカルドレーン工法を用いた地盤改良工事の元請と 
    しての施工実績を有すること。 
  （イ）前頁の技術者は、バーチカルドレーン工法を用いた地盤改良工事の元請として 
    の施工経験を有すること。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）地盤改良工事の元請としての施工実績を有すること。 
  （ウ）前頁の技術者は、地盤改良工事の元請としての施工経験を有すること。 
（７）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
  人又は監理技術者として配置すること。 
（８）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者が、バーチカルドレーン工法を 
  用いた地盤改良工事の元請としての施工経験を有していない場合は、代表構成員に所 
  属する技術者を本件工事における監理技術者として配置すること。 
 
 
【注意事項】 
（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第７号の規定に基づき、 
  開札日において、共同企業体のいずれかの構成員が次の工事を契約しているとき（落 
  札決定通知書の送付を受けているときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない 
  （ただし、竣工検査及び引渡しが完了している場合はこの限りではない。）。 
  南本牧埋立工事（第４ブロック載荷盛土工その２） 
（２）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 １１２１０１０１９０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新羽ポンプ場無停電電源設備工事

施工場所 
港北区新羽町７４５番地

工事概要 

無停電電源設備（出力２０ｋＶＡ、インバータ盤、充電器盤及び蓄電池盤）製作・据付１
組 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ３８，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る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、出力１０ｋＶＡ以上の無停電電源設備工事（新設、増
設又は更新工事に限る。）の元請としての施工実績を有し、かつ、同設備は開札日におい 
て１年以上の稼働実績を有すること。 

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及び無停電電源設備の出力を記入 
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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道設備課 電話 ０４５－６７１－３５７４ 

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 １１２１０１０１９６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）矢沢小学校跡地公園整備工事

施工場所 
栄区桂台南二丁目１７２５番５

工事概要 

整備面積：９，０００ｍ２、基盤整備工、植栽工、園路広場整備工、施設整備工ほか

工期 契約締結の日から平成２３年１２月１５日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る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）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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５３ 

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 １１２９０１０００３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中央卸売市場食肉市場総合市場ビル空調設備改修工事

施工場所 
鶴見区大黒町３番５３号

工事概要 

市場ビル（ＲＣ造、地上４階塔屋１階、延床面積２，６０２．４４ｍ２）の空調設備改修
工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２８日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １１７１０１００９３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
美しが丘西小学校新築工事（電気設備工事）

施工場所 
青葉区美しが丘西二丁目４８番地の１

工事概要 

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、地上３階建、延床面積９，１９３．８４ｍ２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１２月２１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し
（３）共同企業体協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

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 １１７１０１００９３

工事件名 
美しが丘西小学校新築工事（電気設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（３）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費 
  税及び地方消費税相当額を含む。））に満たない者は、本件工事契約を締結できな  
  い。なお、基準日は開札日とする（公告本文８（９）を参照）。 
  ア 平成２３・２４年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の電気に 
   係る工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２３・２４年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の電気に 
   係る工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第 229 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７月５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 平成 23 年小学校普通教室用コンピュータ 一式の借入 

イ 平成 23 年中学校普通教室用コンピュータ 一式の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

第１号ア及びイに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

 ア 借入期間（平成 23 年度分） 

   平成 23 年 11 月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

   イ 総借入期間 

 平成 23 年 11 月１日から平成 28年 10 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) 借入場所 

第１号ア及びイに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 
ア 横浜市立潮田小学校ほか80か所 

イ 横浜市立生麦中学校ほか30か所 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号ア及びイに掲げる借入物品ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間における賃 

借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「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成 23 年７月 14 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る１年を超える賃貸借契約実績を有する者であること。 

(5) 当該借入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であること。 

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７月 14 日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

      入札説明書による。 
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 (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） 

      福田 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８月８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１時まで

及び午後２時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒31-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局指導部指導企画課（教育文化センター７階） 

電話 045(671)3777（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 23 年８月 11 日から平成 23 年８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 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 23 年８月 16 日午前 11 時 

(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 23 年８月 15 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 23 年８月 16 日午前 11 時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 
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   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 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

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 

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:  

①Lease of Computers used for elementary school education 

②Lease of Computers used for junior high school education 

(2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 16 august,2011 

(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 230 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７月５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                                     

(2) 件名及び数量 

生活保護ＯＡ機器 一式の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成 23 年度分） 

   平成 24 年１月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

   イ 総借入期間 

 平成 24 年１月１日から平成 25 年 12 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) 借入場所 

横浜市鶴見区福祉保健センター保護課ほか４か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借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「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成 23 年７月 14 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る１年を超える賃貸借契約実績を有する者であること。 

(5) 当該借入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であること。 

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７月 14 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） 

      福田 電話 045 (671) 2248（直通）  

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

  (1) 第２項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８月８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１時まで

及び午後２時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒31-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局生活福祉部保護課（関内駅前第２ビル３階） 

電話 045(671)2404（直通） 

７ 入札及び開札 

(3) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成 23 年８月 11 日から平成 23 年８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 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 23 年８月 16 日午前 11 時 30 分 

(ﾛ)  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 23 年８月 15 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。 

(4)  開札予定日時 

平成 23 年８月 16 日午前 11 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。 

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 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

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 

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: Lease of Social Security Service Computer System 1 set 

(2) Deadline for the tender: 11:30 a.m., 16 august,2011 

(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231号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「制御弁式据置鉛蓄電池 18 個ほか」ほか 23 件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年７月５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。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 
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５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした者に

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

。 

(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした

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

。 

(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者

がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは

再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無

効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札をした者の入札は認

めない。 

(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め
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た日）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「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 １１１２０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
制御弁式据置鉛蓄電池 １８個ほか 

納入／履行場所 
横浜市ポートサイド地下駐車場ほか 

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 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９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 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１１２０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｂタイプ放置禁止区域標識 ５基ほか 

納入／履行場所 
都筑区都筑土木事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１０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 道路保安資材 

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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９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 道路局交通安全・放置自転車課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２０１９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
業務用全自動洗濯乾燥機（サンヨー） １台 同等品可 

納入／履行場所 
よこはま動物園ズーラシア 

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 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同等品による入札については、入札期間の初日の３日前（ただし、日曜日、土曜日及び休 

日を含まないものとして計算することとする。）の午後１時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「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 環境創造局動物園課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０２５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路交通騒音調査 

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２３年１１月２１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。 

③計量証明事業（音圧レベル）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）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 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 １１２１０３０２５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢水再生センター等継電器等電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局金沢水再生センターほか４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 １月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２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 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０２５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター等建設予定地除草業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１２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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）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 環境創造局下水道施設整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０４００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
冷蔵庫付きポータブル自動採水器 ３式の借入 

納入／履行場所 
環境創造局北部下水道センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ９月 １日から平成２８年 ８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 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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 

引受証明書 

※提出期限：平成２３年８月３日午後５時まで 

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 ７月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２５日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ７回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １１２１０４００３８ 

件名 
冷蔵庫付きポータブル自動採水器 ３式の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２３年７月１５日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２３年７月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

メーカー・型番等が記載されているカタログ等の資料を平成２３年７月１５日午後４時ま 

でに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に記載のとおり。）により提出する 

こと。 

 

その他 

１．平成２３年度分のリース料総額（税込）の１００／１０５で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １１２２０３０１１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場作動油等再生委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 活性炭・作動油等再生又は燃料 

格付等級 【活性炭・作動油等再生：－】又は【燃料：－】 

登録細目 【活性炭・作動油等再生：作動油等】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「活性炭・作動油等再生」については第３位までに登録があること、又は、営 

業種目「燃料」については、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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時１０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 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 １１２８０２０２０８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ピンセット（イマムラ） ６０箱ほか 同等品可 

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３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 理化学機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同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 １１２８０２０２０９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
資格証明書送付用封筒（バッチ用） ６６，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
委託業者（東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 封筒印刷 

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２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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 ２時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９日（火）午後 ２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 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ガスクロマトグラフ質量分析計の点検委託 

納入／履行場所 
健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１０月 １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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
動物愛護センター警備業務委託 

納入／履行場所 
健康福祉局動物愛護センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ８月 １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 警備業務 

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警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１８年４月１日以降に元請として８ 

か月以上継続して履行した実績を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ８回以内 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 １１２８０４００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速液体クロマトグラフ装置 一式の借入 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 １月 １日から平成３０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 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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 

引受証明書 

※提出期限：平成２３年８月３日午後５時まで 

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 ７月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２５日（月）午後 ２時００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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 健康福祉局南部市場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０４００１５ 

件名 
高速液体クロマトグラフ装置 一式の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２３年７月１５日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２３年７月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

メーカー・型番等が記載されているカタログ等の資料を平成２３年７月１５日午後４時ま 

でに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に記載のとおり。）により提出する 

こと。 

 

その他 

１．平成２３年度分のリース料総額（税込）の１００／１０５で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １１４６０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所管内一円 

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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２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 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１４７０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区総合庁舎消防用設備等点検保守業務委託 

納入／履行場所 
泉区総合庁舎 

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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２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 泉区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３０１６５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北方小学校ほか２０校草刈委託（中区・磯子区・金沢区） 

納入／履行場所 
横浜市立北方小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）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 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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契約番号 １１７１０３０１６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
石川小学校ほか３３校草刈委託（南区・港南区） 

納入／履行場所 
横浜市立石川小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３０１６７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
岸谷小学校ほか２５校草刈委託（鶴見区・都筑区） 

納入／履行場所 
横浜市立岸谷小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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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契約番号 １１７１０３０１６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉台小学校ほか３７校草刈委託（青葉区） 

納入／履行場所 
横浜市立青葉台小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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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契約番号 １１７１０３０１６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
東小学校ほか３３校草刈委託（西区、保土ヶ谷区、緑区） 

納入／履行場所 
横浜市立東小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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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契約番号 １１７１０３０１７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
池上小学校ほか２３校草刈委託（神奈川区・港北区） 

納入／履行場所 
横浜市立池上小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

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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契約番号 １１７１０３０１７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
今宿小学校ほか４４校草刈委託（旭区・泉区・瀬谷区） 

納入／履行場所 
横浜市立今宿小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

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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契約番号 １１７１０３０１７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
秋葉小学校ほか３１校草刈委託（戸塚区・栄区） 

納入／履行場所 
横浜市立秋葉小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ９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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

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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契約番号 １１７５０２００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市会会議録 ２１８，５００枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
議会局議事課 

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 軽印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

こと。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ８回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 議会局議事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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水道局調達公告第 82 号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「六角橋二丁目口径 150ｍｍから 300ｍｍ配水管布設替工事」ほか２件の工事について、総

合評価一般競争入札を行う。 

平成23年７月５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

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

等競争入札参加要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

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

ころにより、技術資料を財政局契約第一課へ提出すること。 

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

(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続きについては、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。 

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

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

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

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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

行った入札 

(4) 工事費の内訳書（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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 

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

６ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

(1) ５により算出した入札者ごとの技術評価点及び入札価格を基に、実施要領書に定める方法により、評

価値を算出する。 

(2) 次に掲げる要件をすべて満たす入札者のうち、(1) により算出した評価値が も高い者を落札予定者

とし、原則として開札日に、落札予定者、落札予定者の入札価格及び(1) により算出した落札予定者の

評価値を入札参加者に通知する。 

ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

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

目の 低要求要件をすべて満たしていること。 

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

と。 

(3) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満であり、横浜市工事請負契約に係る低入

札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）第４条第１項第４号に定める基準（以下「失格基準」

という。）に該当する場合には、その者を落札者としない。この場合、(2) の要件をすべて満たす者の

うち、次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 
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(4) 失格基準に該当した者を除き、評価値の同じ落札予定者が２者以上あるときは、当該落札予定者にく

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

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

るものとする。 

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

(6)（5）の入札参加資格の確認の結果により、落札予定者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

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

参加者にその旨を通知する。 

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

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち次に評価値の高い

者を新たに落札予定者とし、（5）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。 

(7) （5）の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札予定者は、工事ごとに定める提出書類等を、別

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

定した期限までに書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札予定者は入札参加

資格を満たす者でないとし、（6）イの手続により落札者を決定する。 

(8) （6）イの手続により、落札予定者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、

当該落札予定者に通知する。 

(9) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満であり、失格基準に該当しない場合は、

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

おり、低入札要綱に定める調査を行う。 

(10) (9) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

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

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

の期限まで に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(10) に該当するものとし、

当該落札予定者を落札者としないものとする。 

(12) 落札予定者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、低入札要綱第４条の２

第１号に定める技術者を、（7）により提出された入札参加資格確認資料に記載した技術者とは別に、

施工現場に専任で 1名以上配置しなければならない（特定建設共同企業体の場合、各構成員が配置す

ること。）。この場合、当該技術者について、配置技術者（変更）届出書（第６号様式）及び必要書

類を別に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出すること。 

 (13) (11) に定める書類は、３(4) に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること。

対応した書類の提出がない場合には、(10) に該当するものとし、当該落札予定者を落札者としないも

のとする。 

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

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

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

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

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

価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

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

まない。 

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

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、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。 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

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

の額は、契約金額の100分の 30 以上とする。 

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

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

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

う。なお、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条第２項に規定する前払金(中間前払金)は

支払わない。 

(3) 契約金額にかかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

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

る工種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 

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

10 その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

とする。 

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

置要綱第２条の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札予定者となった者が、６(7) に定める書類の提出をしない場合 

ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札予定者となった者が、低入札要綱第

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

を除く。） 

 (9) ６(5) 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。 



横浜市報調達公告版 

                                 第 38 号 平成 23 年７月５日発行 

                                                 

82 

 

   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

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、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の

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

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

るところによるものとする。 
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契約番号 １１５２０１０２１０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
六角橋二丁目口径１５０ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
神奈川区六角橋二丁目１番１９号地先から１０番２号地先まで

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝２３５ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１８０日間

予定価格 ６５，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用）

低制限価格 -

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月２１日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ８月 ４日（木）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

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 １１５２０１０２１０

工事件名 
六角橋二丁目口径１５０ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は総合評価落札方式対象工事である。詳細は、本件工事の総合評価落札方 
  式実施要領書に定めるところによる。 
   総合評価落札方式実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロードすること 
  。 
   ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２３年７月８日 
   ・技術資料の受付期間：平成２３年７月２１日から平成２３年７月２５日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２３年８月１８日頃 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 １１５２０１０２１１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
篠原北二丁目ほか２か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区篠原北二丁目５番７号地先から大豆戸町２０４番地５地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝４５８ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２０５日間

予定価格 ６４，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用）

低制限価格 -

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月２１日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ８月 ４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 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

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 １１５２０１０２１１

工事件名 
篠原北二丁目ほか２か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は総合評価落札方式対象工事である。詳細は、本件工事の総合評価落札方 
  式実施要領書に定めるところによる。 
   総合評価落札方式実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロードすること 
  。 
   ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２３年７月８日 
   ・技術資料の受付期間：平成２３年７月２１日から平成２３年７月２５日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２３年８月１８日頃 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は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 １１５２０１０２１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
綱島西二丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区綱島西二丁目１６番７号地先から２３番６号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝５８７ｍ）、給水管取付替工
一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１９０日間

予定価格 ５７，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用）

低制限価格 -

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ７月２１日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ８月 ４日（木）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 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

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 １１５２０１０２１２

工事件名 
綱島西二丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は総合評価落札方式対象工事である。詳細は、本件工事の総合評価落札方 
  式実施要領書に定めるところによる。 
   総合評価落札方式実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロードすること 
  。 
   ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２３年７月８日 
   ・技術資料の受付期間：平成２３年７月２１日から平成２３年７月２５日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２３年８月１８日頃 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第 83 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「相模原沈澱事務所ほか直流電源装置等改良工事」ほか１件の工事について、一般競争入札

を行う。 

平成23年７月５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

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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(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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 
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(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、横浜市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。 

  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。 
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(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 １１５２０１０２０７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
相模原沈澱事務所ほか直流電源装置等改良工事

施工場所 
相模原市南区下溝２２８５番地ほか１か所

工事概要 

アルカリ蓄電池交換工８６個、鉛蓄電池交換工５４個、蓄電池交換に伴う試験調整工一式
、蓄電池処分費一式 

工期 契約締結の日から１２０日間

予定価格 １３，１８０，０００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：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、保
土ケ谷区内、旭区内、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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局川井浄水場 電話 ０４５－９２１－１１７４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０２０９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日吉一丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区日吉一丁目１９番３３号地先から日吉二丁目２０番４０号地先までほか１か所

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝８７７ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２２５日間

予定価格 ９２，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

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）監理技術者講習修了証の写し
（３）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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１日（木）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）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 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

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 １１５２０１０２０９

工事件名 
日吉一丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

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、西区内、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「上水道」に係 
   る発注者別評価点（主観点）が４０点以上の者であること。 
  イ 平成２１年６月１日から平成２３年５月３１日までの間に完成した工種「上水  
   道」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。 

  



横浜市報調達公告版 

                                 第 38 号 平成 23 年７月５日発行 

                                                 

96 

 

 
水道局調達公告第84号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「Ｍ・ソケット20 ２型 350個ほか」ほか７件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年７月５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。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 
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５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

る入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした者に

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

。 

(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした

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

。 

(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者

がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは

再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無

効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札をした者の入札は認

めない。 

(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。 

 

 

 

  



横浜市報調達公告版 

                                 第 38 号 平成 23 年７月５日発行 

                                                 

99 

 

 
契約番号 １１５２０２０３２８ 

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 ３５０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部第一給水維持課ほか 

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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９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 １１５２０２０３２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ボール止水栓（ＲＣ）２０ ３２０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部第一給水維持課ほか 

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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９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 １１５２０２０３３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｂ型伸縮付補助止水栓１３ １００個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部第一給水維持課ほか 

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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９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 １１５２０２０３３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寸切ボルト（全ネジ） ５，２００本ほか 

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４５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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９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 水道局保全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０２０３３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＳＵＳボルト・ナット Ｍ１６×７０（ＳＵＳ３０４） ５００本ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月１９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月１９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 水道局中部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０３５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場消防設備点検委託 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場ほか 

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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０３５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一給水維持課及び北部第二給水維持課管内除草等作業委託 

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 契約締結の日から平成２４年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時２０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 水道局北部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０３６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部第二給水維持課管内除草等業務委託 

納入／履行場所 
水道局西部第二給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月 １日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）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 水道局西部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第 45 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「横浜・阪東橋間構築補修工事」について、一般競争入札を行う。 

平成23年７月５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 １１５３０１００１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜・阪東橋間構築補修工事

施工場所 
西区北幸一丁目１１番地先から中区弥生町５丁目４８番地先まで 

工事概要 

断面補修工１４６ｍ２、構造物撤去工１４６ｍ２、導水工Ｌ＝３７．６ｍ、排水溝設置工
、昇降設備撤去・設置工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２６日まで

予定価格 ７１，９７０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ又はＢ】

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内、準市内又は市外

技術者 

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

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、鉄道（営業鉄道線に限る。）隧道内における工事（線
路閉鎖を伴うものに限る。）の元請としての施工実績を有すること（当該施工実績が共同 
企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し
（３）施工実績調書（工事内容欄に施工場所及び工事概要を記入し、併せて、その実績を 
証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成２３年 ７月１５日（金）午前 ９時００分から
平成２３年 ７月２０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２１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（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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交通局調達公告第46号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「グリーンライン駅電気設備、電気室設備及び変電所交流設備点検整備」ほか１件の契約に

ついて、一般競争入札を行う。 

平成 23 年７月５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。 
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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
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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 １１５３０３０１９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グリーンライン駅電気設備、電気室設備及び変電所交流設備点検整備 

納入／履行場所 
高速鉄道中山駅ほか１２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

本案件は複数年契約（債務負担行為に係る契約）である。履行期間の総額（消費税抜き） 

で入札すること。 

発注担当課 交通局電気課 

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 38 号 平成 23 年７月５日発行 

                                                 

116 

 

契約番号 １１５３０３０１９７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ブルーライン駅電気設備、電気室設備及び変電所交流設備点検整備 

納入／履行場所 
高速鉄道湘南台駅ほか３６か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

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 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 ７月１５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ７月２０日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ７月２０日（水）午後 ２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 

本案件は複数年契約（債務負担行為に係る契約）である。履行期間の総額（消費税抜き） 

で入札すること。 

発注担当課 交通局電気課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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病院経営局調達公告第 19 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７月５日 

  横浜市病院事業管理者 髙 橋 俊 毅 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市立市民病院血液透析システム 一式の購入  

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年 10 月 31 日 

 (4) 納入場所 

保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

横浜市立市民病院 

 (5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成 17 年３月病院経営局規程第 32 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「医療機械器具」

に登録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成 23 年７月 14 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能

な者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 23 年７月 14 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

横浜市立市民病院管理部経営経理課 

川﨑 電話 045（331）1208 （直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

病 院 経 営 局 
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に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市病院経営局ホームページ入札契約情報からダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/keiyaku.html) 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 23 年７月５日から平成 23 年７月 29 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１時まで及び午後２時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

横浜市立市民病院管理部経営経理課 

電話 045（331）1208 （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 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 23 年８月 19 日午前 10 時 

(ｲ) 入札場所 

保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

横浜市立市民病院管理棟 1階会議室 

イ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年８月 18 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 23 年８月 19 日午前 10 時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程第 24 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

横浜市病院経営局契約規程第 17 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: Purchase of Hemodialysis system, 1 set 

  (2) Date of tender: 10:00 a.m., 19 August, 2011 
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  (3) Contact point for the notice: Accounting Administration Division, Administration Promotion 

Department, Yokohama Citizens Hospital, 56 Okazawa-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 

    TEL 045 (331) 1208 
 


