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横浜市調達公告第 288 号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「神奈川区入江一丁目地内ほか１か所舗装補修工事」ほか１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９月13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。 

調 達 公 告 
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(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。 

(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
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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 

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

て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。更に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 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、公共工事の前払金に関する規則第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、横浜市請負工事検査事務取扱要綱第８条第２項各号に定める工種を主たる工

種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 

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

10 その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

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

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

(6) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取消すことがある。 

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

４項に定めるとおりとする。 

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

とする。 

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

置要綱第２条の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札予定者となった者が、６(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。） 

(10) 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。 

   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
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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。 

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

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

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

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

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

子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加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 １１３２０１００４２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区入江一丁目地内ほか１か所舗装補修工事

施工場所 
神奈川区入江一丁目３４番１６号地先から１０番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，２１０ｍ２、透水性アスファルト舗装工４４６ｍ２、区画線設置
工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １２，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２９日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１０月 ３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１０月１３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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３２０１００４２

工事件名 
神奈川区入江一丁目地内ほか１か所舗装補修工事

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（特別簡易型）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９月１６日 
   ・技術資料の受付期間：平成２３年９月２９日から平成２３年１０月３日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２３年１０月２１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（１０）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１４４０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑区荏田東三丁目地内ほか２か所舗装補修工事

施工場所 
都筑区荏田東三丁目２番地先ほか２か所

工事概要 

アスファルト舗装工１，０７０ｍ２、切削オーバーレイ工４９９ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝
１６３ｍ、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ２４，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２９日（木）午前 ９時００分から
平成２３年１０月 ３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１０月１３日（木）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３６

工事件名 
都筑区荏田東三丁目地内ほか２か所舗装補修工事

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（特別簡易型）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９月１６日 
   ・技術資料の受付期間：平成２３年９月２９日から平成２３年１０月３日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２３年１０月２１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（１０）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第 289 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、「ひかりが丘住宅第１期エレベーター設置その他工事（第１工区建築工事）」ほか１件の工

事について、一般競争入札を行う。 

平成23年９月13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 １１２３０１００２２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
ひかりが丘住宅第１期エレベーター設置その他工事（第１工区建築工事） 

施工場所 
旭区上白根町８４２番地１

工事概要 

４街区１号棟～４号棟（ＰＣ造、地上５階建、計１６０戸）に係る昇降機建屋設置工、階
段室及びバルコニー改修工、屋外整備工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 １９４，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時００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 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２３０１００２２

工事件名 
ひかりが丘住宅第１期エレベーター設置その他工事（第１工区建築工事） 

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９月２６日から平成２３年９月２８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９月２９日から平成２３年１０月２０日までを含んだ日 
（２）（１）及び公告本文２（１）にかかわらず、次の入札公告の工事において入札ボン   

ドの提出をした者にあっては、当該入札ボンドを再提出したとき等、本市が特に認 
めた場合に限り、入札保証金を免除する。 

  ・公告日時 平成２３年８月２３日 
        横浜市報調達公告版第４８号 横浜市調達公告第２６９号 
  ・工事件名 ひかりが丘住宅第１期エレベーター設置その他工事（第１工区建築工   

事）（契約番号１１２３０１００１４） 
（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 １１２３０１００２３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
ひかりが丘住宅第１期エレベーター設置その他工事（第２工区建築工事） 

施工場所 
旭区上白根町８４２番地３

工事概要 

５街区１号棟～６号棟（ＰＣ造、地上５階建、計１９０戸）の昇降機建屋設置工、階段室
及びバルコニー改修工、屋外整備工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 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８月１日から平成２３年７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 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時００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 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２３０１００２３

工事件名 
ひかりが丘住宅第１期エレベーター設置その他工事（第２工区建築工事） 

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９月２６日から平成２３年９月２８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９月２９日から平成２３年１０月２０日までを含んだ日 
（３）（２）及び公告本文２（１）にかかわらず、次の入札公告の工事において入札ボン   

ドの提出をした者にあっては、当該入札ボンドを再提出したとき等、本市が特に認 
めた場合に限り、入札保証金を免除する。  

  ・公告日時 平成２３年８月２３日 
        横浜市報調達公告版第４８号 横浜市調達公告第２６９号 
  ・工事件名 ひかりが丘住宅第１期エレベーター設置その他工事（第２工区建築工    

事）（契約番号１１２３０１００１６） 
（４）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（５）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（６）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完  
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第 290 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「平成 23 年度今井川しゅんせつ工事」ほか 126 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成23年９月13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 １１１２０１００５６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２３年度今井川しゅんせつ工事

施工場所 
保土ケ谷区岩間町１丁目１番地先から西久保町１０番地先まで

工事概要 

しゅんせつ工９５３ｍ３、運搬工９５３ｍ３、処分工１，１９１ｍ３  

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ３５，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 -

登録細目 【港湾：しゅんせつ工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １１時００分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８５９ 

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 １１１２０１００５７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路横浜藤沢線（上永谷地区）ほか３地区管理工事

施工場所 
港南区丸山台四丁目５番１号地先から上永谷町４６１０番地先までほか３か所 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝８０ｍ、除草工１０，９００ｍ２、防護柵工Ｌ＝２００ｍ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ９，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１２０１００５８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その２８） 

施工場所 
栄区桂町６８２番地先から中野町１６番地先まで

工事概要 

車道舗装工７５２ｍ２、Ｕ形側溝工Ｌ＝５３ｍ、防護柵設置工Ｌ＝６５ｍ、区画線設置工
一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ２５，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（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、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又 
  は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９ 

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 １１１２０１００６０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道鴨居第６８号線（志茂踏切道）道路整備工事

施工場所 
緑区白山一丁目９６番地先から１４３番地先まで

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝６６．３ｍ、小型重力式コンクリート擁壁工Ｌ＝２２．９ｍ、プレキャス
ト擁壁設置工Ｌ＝９ｍ、アスファルト舗装工３７４．３ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 １９，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任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 

東日本旅客鉄道株式会社の鉄道特異工事（土木及び軌道）に業者登録していること。

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）東日本旅客鉄道株式会社の鉄道特異工事（土木及び軌道）に業者登録していること   
が確認できる書類 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前１１時００分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局企画課 電話 ０４５－６７１－２７９２ 

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 １１１４０１００５０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港湾施設補修工事（２３－２）

施工場所 
港湾局管理区域内一円

工事概要 

港湾施設補修工一式、調査工一式

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 １０，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 -

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局維持課 電話 ０４５－６２２－０６００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００５１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
出田町ふ頭バナナ１号上屋気密扉改修工事

施工場所 
神奈川区出田町ふ頭構内

工事概要 

気密扉設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １４，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００５３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港湾局機械設備緊急修繕工事（その２）

施工場所 
鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区及び金沢区

工事概要 

山下航空貨物ターミナル、本牧ターミナルオフィスセンター、市民利用施設、庁舎及び厚
生施設等建築機械設備修繕工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ３，０２４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３１７ 

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 １１１４０１００５４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港湾局建築緊急修繕工事（その２）

施工場所 
鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区及び金沢区

工事概要 

庁舎、厚生及び市民利用施設緊急修繕及び応急修理

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ２，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１１４０１００５５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
八景島Ｃ駐車場内公衆トイレ解体工事

施工場所 
金沢区柴町３６１番地

工事概要 

公衆トイレ解体工（Ｓ造、平屋建、延床面積３３．１ｍ２）

工期 契約締結の日から４５日間

予定価格 ３，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 -

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０２９９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター分離液処理施設脱水機棟管廊照明等設備工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の１

工事概要 

電灯コンセント設備工一式、電話設備工一式、拡声設備工一式、火報設備工一式ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ６，９８４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道設備課 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 １１２１０１０３０３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
六浦ポンプ場Ｎｏ．２雨水ポンプ用逆止弁改良工事

施工場所 
金沢区六浦四丁目５番１５号

工事概要 

緩閉式逆止弁改良工一式

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ８，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事又はその他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局南部下水道センター 電話 ０４５－７７３－３０９６ 

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 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

34 

 

契約番号 １１２１０１０３０４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部汚泥資源化センター濃縮設備汚泥撹拌機等修理工事

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の１

工事概要 

濃縮設備汚泥撹拌機修理工３台、濃縮汚泥移送ポンプ修理工１台 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １２，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又はその他の機械器具工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局北部下水道センター 電話 ０４５－５０２－３７３８ 

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 １１２１０１０３０５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第二水再生センター第一ポンプ施設沈砂池除塵・除砂コンベヤ整備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地

工事概要 

除塵コンベヤ整備工一式、除砂コンベヤ整備工一式

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １０，０７０，０００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 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局栄水再生センター 電話 ０４５－８６１－３０１１ 

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 １１２１０１０３０８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部水再生センター護岸フェンス塗装工事

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地

工事概要 

塗装工（エキスパンドメタル９１９ｍ２、Ｈ形鋼等４０５ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ９，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３０９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上末吉ポンプ場ダミー水槽等設備塗装工事

施工場所 
鶴見区上末吉二丁目１９番３号

工事概要 

塗装工（ダミー水槽、屋上配管、冷却塔、屋上電線管 ほか）一式 

工期 契約締結の日から平成２３年１２月１６日まで

予定価格 ２，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

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

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３１０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢水再生センター 終沈殿池安全手摺補修工事

施工場所 
金沢区幸浦一丁目１７番地

工事概要 

アルミ製手摺工一式

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ２３，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 -

登録細目 【フェンス：フェンス工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局南部下水道センター 電話 ０４５－７７３－３０９６ 

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 １１２１０１０３１１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
千草台公園プール施設改良工事

施工場所 
青葉区千草台１７番地１

工事概要 

フェンス設置工一式、門扉設置工一式、撤去工一式、塗装工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １２，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 -

登録細目 【フェンス：フェンス工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区上矢部地区下水道整備工事（その３８）

施工場所 
戸塚区上矢部町１４７２番地先から１５０８番地先まで

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ、Ｌ＝７３．５ｍ）

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ８，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５３７ 

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 １１２１０１０３１３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区緑区青砥地区下水道再整備工事

施工場所 
緑区青砥町１０９５番地先から１１３４番地先まで

工事概要 

小口径管推進工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝５０．２ｍ）

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ２１，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成８年４月１日以降に完成した推進工事の元請としての施工実績を有すること（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）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）施工実績調書（工事内容欄に推進工事を記入し、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 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３１４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区洋光台地区下水道工事

施工場所 
磯子区洋光台四丁目３７番２０号地先から４２番２６号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１３５．６ｍ）

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １４，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し）  （ 
４）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（３）入札参加資格その他（２）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 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３１４

工事件名 
磯子区洋光台地区下水道工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、港南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２２年度優良工事請負業者 
   表彰名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること。 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「土木」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第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７５点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２１０１０３１５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区桜木町地区下水道再整備工事

施工場所 
西区平沼一丁目７番１２号地先から１０番１０号地先までほか４か所 

工事概要 

塩化ビニール管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝２８７．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ３３，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１２ 

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 １１２１０１０３１９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
追分市民の森ほか１か所施設改良工事

施工場所 
旭区矢指町１２１５番地ほか１か所

工事概要 

基盤整備工、施設整備工、園路広場整備工ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月２７日まで

予定価格 １６，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南
区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉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 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３２０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区福浦地区下水道工事

施工場所 
金沢区福浦三丁目１０番地先

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ４５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝２８１．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ３３，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 -

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（機関）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終 
了証の写し （４）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法 
について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関す 
る契約書の写し等） 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３２１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区福浦地区下水道工事（その２）

施工場所 
金沢区福浦三丁目１１番地２地先

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ７００ｍｍ、Ｌ＝１４５．７ｍ）

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ３１，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 -

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（機関）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終 
了証の写し （４）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法 
について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関す 
る契約書の写し等） 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２１０１０３２２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区桜木町地区下水道再整備工事（その２）

施工場所 
西区平沼一丁目１３番１４号地先から１４番１５号地先までほか７か所 

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ２３０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝２８６．０ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ２１，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 -

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の 
許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関する契約書の写し等 
） 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１２ 

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 １１２１０１０３２６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区戸塚地区下水道整備工事（その７２）

施工場所 
戸塚区戸塚町２２８２番地先ほか１か所

工事概要 

刃口推進工（Φ１，３５０ｍｍ、Ｌ＝１０ｍ）、強化プラスチック管敷設工（Φ 
１，１００ｍｍ、Ｌ＝５．４ｍ）、立坑築造工、特殊人孔築造工１か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ２５，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１２ 

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 １１２１０１０３２９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区入江川せせらぎ緑道補修工事

施工場所 
鶴見区東寺尾一丁目２６番４号地先から２６番１７号地先までほか４か所 

工事概要 

薄層カラー舗装工４２９ｍ２、インターロッキングブロック設置工３５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年１２月２８日まで

予定価格 ９，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：滑り止め舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２２０１００３０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷工場クレーン定期検査整備工事

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地

工事概要 

ごみクレーン定期点検工３基、巻上装置整備工３基、走行装置整備工３基、横行装置整備
工３基、安全ネット交換工３基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年１２月２８日まで

予定価格 １１，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：クレーン工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－７４２－３７１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２２０１００３１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭工場火格子駆動装置補修工事

施工場所 
旭区白根二丁目８番１号

工事概要 

油圧シリンダー補修工一式、火格子冷却水循環装置補修工一式、火格子油圧ユニット補修
工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ３，７４４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：焼却設備工事又はその他の機械器具工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－９５３－４８５１ 

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 １１２２０１００３２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷事務所耐震補強工事

施工場所 
瀬谷区二ツ橋町５４８番地２

工事概要 

外付けブレース設置工３か所、スリット新設工５か所、拡幅スリット設置工５か所 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ２１，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬 
谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１６ 

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 １１２３０１００１８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷スポーツセンター照明設備更新工事

施工場所 
保土ケ谷区神戸町１２９番地２

工事概要 

照明設備更新工一式、誘導灯更新工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ２９，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

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 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １１２３０１００１９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部児童相談所受変電設備更新工事

施工場所 
磯子区洋光台三丁目１８番２９号

工事概要 

受変電設備工（キュービクル式高圧受電設備）一式、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ９，８７５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、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。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２３０１００２０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷スポーツセンターＩＴＶ設備更新工事

施工場所 
保土ケ谷区神戸町１２９番地２

工事概要 

ＩＴＶ設備更新工一式

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 １０，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 -

登録細目 【電気通信：放送設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １１２４０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
二級河川幸川 南幸地区仮設桟橋設置工事

施工場所 
西区南幸１丁目１２番地先

工事概要 

仮設桟橋設置工一式、昇降用タラップ工一式、立入り防止柵設置工（Ｈ＝１．８ｍ、
Ｌ＝９ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年１１月３０日まで

予定価格 ６，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 -

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局都市再生推進課 電話 ０４５－６７１－３８５７ 

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 １１２７０１００２６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
茅ケ崎南保育園待機児童解消対策増築その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
都筑区茅ケ崎南五丁目１１番３号

工事概要 

増築工（Ｓ造、地上１階建、増築面積６２ｍ２）、改修工（玄関、事務室及び予備室改修
、２階遊戯室の一部を保育室３歳に改修、調理室改修 ほか）、外壁改修工 ほかの建築 
工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ６，４３９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００２７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大熊保育園待機児童解消対策増築その他工事（電気設備工事）

施工場所 
都筑区仲町台三丁目６番６号

工事概要 

増築工（ＲＣ造、地上２階建、増築面積１３４．３２ｍ２）、改修工（増築工に伴う既存
保育室の改修、既存便所のドライ化、厨房改修 ほか）ほかの建築工事に伴う電気設備工 
事一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２１日まで

予定価格 ９，５５４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２年度優良工事請負業者表彰 
  名簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること。 
（２）平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「電気」 
  に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査 
  事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病 
  院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評 
  定点（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月の 
  ものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点 
  のものを対象とする。）が８０点以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００２８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大熊保育園待機児童解消対策増築その他工事（衛生空調設備工事） 

施工場所 
都筑区仲町台三丁目６番６号

工事概要 

増築工（ＲＣ造、地上２階建、増築面積１３４．３２ｍ２）、改修工（増築工に伴う既存
保育室の改修、既存便所のドライ化、厨房改修 ほか） ほかの建築工事に伴う衛生空調 
設備工事 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２１日まで

予定価格 １１，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １１２７０１００２９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
荏田西保育園待機児童解消対策増築その他工事（衛生空調設備工事） 

施工場所 
青葉区荏田西四丁目５番地２

工事概要 

保育室増設工４３．１５ｍ２、多目的便所増設工６．２５ｍ２、便所簡易ドライ化工 ほ
かの建築工事に伴う衛生空調設備工事 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 １１，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １１２７０１００３０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
すすき野保育園待機児童解消対策改修工事

施工場所 
青葉区すすき野二丁目８番地６

工事概要 

乳児室改修工、便所改修工 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ８，５１０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００３１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
竹之丸保育園待機児童解消対策増築その他工事

施工場所 
中区竹之丸５３番地１

工事概要 

増築工（鉄骨プレハブ造、平屋建、増築面積２６．５ｍ２）、既存園舎改修工 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 ２２，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００３２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
洋光台第二保育園待機児童解消対策改修工事

施工場所 
磯子区洋光台四丁目１２番１４号

工事概要 

１才児室、２才児室、事務室及び調理室改修工 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２１日まで

予定価格 １５，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００３３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神戸保育園待機児童解消対策増築その他工事

施工場所 
保土ケ谷区神戸町１０４番地２０

工事概要 

多目的トイレ新築工（Ｓ造、平屋建、延床面積６．７６ｍ２）、育児支援ルーム増築工（
ＲＣ造、３階建、増築面積７．９２ｍ２）、トイレ改修工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２１日まで

予定価格 ２５，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬 
谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１２７０１００３４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
荏田西保育園待機児童解消対策増築その他工事（建築工事）

施工場所 
青葉区荏田西四丁目５番地２

工事概要 

保育室増設工４３．１５ｍ２、多目的便所増設工６．２５ｍ２、便所簡易ドライ化工 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ３２，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、
鶴見区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２１日（水）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２７日（火）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３１０１００３２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見駅西口第三自転車駐車場整備工事

施工場所 
鶴見区豊岡町７５１番３号

工事概要 

Ｈ鋼杭打ち込み工６２本、コンクリート柵板工３１０枚、Ｕ型側溝工Ｌ＝１４ｍ、コンク
リート舗装工２０ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １４，９９０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内又は西区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３１０１００３３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内道路整備工事（その５）

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１６０ｍ、雨水桝築造工８か所、地先境界ブロック工Ｌ＝３０ｍ、アスフ
ァルト舗装工４５３ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １０，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１ 

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 １１３１０１００３４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内道路整備工事（その６）

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝１２０ｍ、雨水桝設置工５か所、小型擁壁工（Ｈ＝１ｍ、Ｌ＝１２ｍ）、
人孔蓋調整工５か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ９，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１ 

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 １１３１０１００３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区佃野町地内ほか１か所舗装補修工事

施工場所 
鶴見区佃野町３番２５号地先から９番１２号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工９４１ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝４６８ｍ、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月１５日まで

予定価格 １３，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３１０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道鶴見三ツ沢線東寺尾一丁目地内ほか１か所舗装補修工事

施工場所 
鶴見区東寺尾一丁目３番地先から馬場三丁目１番地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，２４５ｍ２、透水性アスファルト舗装工４７２ｍ２、Ｌ型側溝工
Ｌ＝２６６ｍ、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月２０日まで

予定価格 ４５，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し（４）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６６９ 

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 １１３１０１００３６

工事件名 
市道鶴見三ツ沢線東寺尾一丁目地内ほか１か所舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青 
  葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること。 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「ほ装」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査 
   事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病 
   院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評 
   定点（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月の 
   ものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点 
   のものを対象とする。）が８０点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１３１０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区平安町１丁目地内舗装補修工事

施工場所 
鶴見区平安町１丁目２９番１地先から４６番地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工６，４１７ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ４４，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し（４）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画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 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６６９ 

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 １１３１０１００３７

工事件名 
鶴見区平安町１丁目地内舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青 
  葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 
（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「ほ装」に係る 
   発注者別評価点（主観点）が４５点以上の者であること。 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「ほ装」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査 
   事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病 
   院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評 
   定点（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月の 
   ものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点 
   のものを対象とする。）が８５点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１３２０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区内街路樹工事

施工場所 
神奈川区神大寺二丁目２８番２２号地先から４１番１５号地先までほか 

工事概要 

高木植栽工（モクレン２本、ハナミズキ２本）、低木植栽工（サツキ・ツツジ３００本、
マルバシャリンバイ３００本） 

工期 契約締結の日から平成２３年１２月２７日まで

予定価格 １，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３２０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５）

施工場所 
神奈川土木管内一円

工事概要 

アスファルト舗装工４００ｍ２、切削オーバーレイ工１５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ９，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３２０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６）

施工場所 
神奈川土木管内一円

工事概要 

アスファルト舗装工３５０ｍ２、切削オーバーレイ工２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １０，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３３０１００２６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
藤江人道橋ほか２橋塗替塗装工事

施工場所 
西区浅間町４丁目３３４番地先ほか２か所

工事概要 

藤江人道橋塗替塗装工（藤江人道橋１８９ｍ２、浜松橋９７ｍ２、梅香崎人道橋６７ｍ２）

工期 契約締結の日から平成２３年１１月３０日まで

予定価格 ４，１９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３３０１００２７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内下水道修繕工事（その３）

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１６ｍ）、人孔修繕工１７か所、塩ビ取付管修繕工７か所、
雨水桝修繕工３か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ９，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３３０１００２８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西区平沼一丁目地内ほか１か所自転車駐車場整備工事

施工場所 
西区平沼一丁目３５番地先 ほか１か所

工事概要 

転落防止柵工Ｌ＝１１２ｍ、照明設置工５基、Ｌ型側溝工Ｌ＝２３ｍ、舗装工８３２ｍ２

工期 契約締結の日から平成２３年１２月１２日まで

予定価格 １４，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、神奈川区内、西区内又は中区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３３０１００２９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西区みなとみらい六丁目地内歩道補修工事

施工場所 
西区みなとみらい六丁目１番地先から２番地先まで

工事概要 

擬石平板設置工２５７ｍ２、インターロッキングブロック補修工１５９ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年１１月３０日まで

予定価格 ７，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３４０１００２７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内下水道修繕・取付管接続受託工事（その６）

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工１４か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１０か所）、塩
ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、８か所）、雨水桝修繕工６か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 １０，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３４０１００２８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内下水道修繕工事（その７）

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２５か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１０か所）、雨
水桝修繕工５か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 １１，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、中区内又は磯子区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３４０１００２９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区野毛町１丁目地内舗装補修工事

施工場所 
中区野毛町１丁目８番２地先から２丁目９０番地先まで

工事概要 

アスファルト舗装工１，０００ｍ２、明色舗装工９５５ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １７，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３５０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南太田自転車等保管場所再整備工事

施工場所 
南区南太田二丁目１４１番３号

工事概要 

Ｈ鋼打込み工３３本、Ｕ型側溝工Ｌ＝３４．３ｍ、転倒防止柵工６７か所、アスファルト
舗装工３５９ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １８，８７０，０００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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、中区内又は南区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３５０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内下水道修繕工事（その７）

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝９ｍ）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、
１６か所）、人孔修繕工１６か所、雨水桝修繕工２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 １１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３５０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区蒔田町地内舗装補修工事

施工場所 
南区蒔田町９３２番地先から蒔田町９３３番地先まで

工事概要 

Ｈ鋼横矢板土留め工Ｌ＝１９ｍ、ネットフェンス設置・撤去工Ｌ＝１４６ｍ、アスファル
ト舗装工２２０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月２０日まで

予定価格 ９，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３５０１００４２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内区画線及びあんしんカラーベルトほか設置工事

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝２，２５０ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工３５０ｍ２、標識柱撤去工
２基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ５，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 -

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３６０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内河川・水路維持工事（その２）

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

河床・低水路掘削工７０ｍ３、車止め工１０基、転落防止柵工Ｌ＝１２０ｍ、アスファル
ト舗装補修工９０ｍ２、側溝清掃工Ｌ＝４００ｍ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ８，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木又はとび・土工

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３６０１００３８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区東永谷一丁目地内道路整備工事

施工場所 
港南区東永谷一丁目７番３号地先から２６番１０号地先まで

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４２６ｍ、人孔調整工１１か所、雨水桝修繕工１０か所、アスファルト舗
装工８２６ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年１２月２２日まで

予定価格 １２，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３６０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区日限山一丁目地内舗装補修工事

施工場所 
港南区日限山一丁目５０番１９号地先から５７番３２号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，２６５ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２３年１２月２８日まで

予定価格 １９，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３６０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４）

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工２００ｍ２、切削オーバーレイ工２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １０，０８０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３６０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５）

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工１００ｍ２、切削オーバーレイ工２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ９，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００３４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内下水道修繕工事・取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円

工事概要 

人孔修繕工１９か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、２４か所）、雨
水桝修繕工３か所、接続桝築造工９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 １２，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
今井町第二公園ほか３公園施設改良工事

施工場所 
保土ケ谷区今井町４９５番８ほか３か所

工事概要 

施設整備工、基盤整備工、園路広場整備工、設備工ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １８，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南
区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉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 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区霞台地内舗装補修工事

施工場所 
保土ケ谷区霞台１８番地先から２５番地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工２，１５３ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １１，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、保土ケ谷区内又は旭区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区初音ケ丘地内舗装補修工事

施工場所 
保土ケ谷区初音ケ丘２１番２号地先から３３番６０号地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工１，６７４ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２３年１１月３０日まで

予定価格 １１，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３７０１００３８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内区画線設置工事（その２）・安心カラーベルト設置工事 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝２，０００ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工４００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ６，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 -

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

                                 第 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

99 

 

契約番号 １１３８０１００４７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内区画線設置工事（その２）

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝１，０００ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工１８０ｍ２、標識柱設置工
２基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 ７，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 -

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 

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 １１３９０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工１２か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、９か所）、塩ビ
取付管接続工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１３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 １０，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１３９０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内河川排水路維持工事（その２）

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

側溝清掃工Ｌ＝１００ｍ、Ｕ型側溝布設工Ｌ＝２０ｍ、転落防止柵工Ｌ＝２０ｍ、アスフ
ァルト舗装工１５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ３，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木又はとび・土工

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

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 １１３９０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子アベニュー街路樹再生化工事

施工場所 
磯子区磯子二丁目１９番１１号地先から２１号地先まで

工事概要 

路盤工６３６ｍ２、アスファルト舗装工６３６ｍ２、高木植栽工４本、中木植栽工２２本
、低木植栽工４６６本  

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １９，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

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 １１４００１００４４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内下水道修繕工事（その８）

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

人孔蓋枠修繕工３４か所、本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１２ｍ）、塩ビ取付管修繕工
（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１４か所）、雨水桝修繕工２か所  

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで

予定価格 １４，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、港南区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４００１００４５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内道路整備工事（その３）

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝５０ｍ、小型擁壁工１０ｍ３、アスファルト舗装
工３５０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １０，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 

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 １１４００１００４６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区釜利谷西三丁目地内舗装補修工事

施工場所 
金沢区釜利谷西三丁目２０番２５号地先から２３番９号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１．２４０ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２３年１２月 ９日まで

予定価格 ６，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４１０１００５６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区師岡町地内舗装補修工事

施工場所 
港北区師岡町１８８番地から２７１番地まで

工事概要 

車道舗装工９９９ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝８０ｍ、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ８，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区三保町地内狭あい道路拡幅整備工事

施工場所 
緑区三保町１９０１番地先から１９１０番地先まで

工事概要 

ＬＵ型側溝築造工Ｌ＝１８６．９ｍ、フェンス設置工Ｌ＝２５ｍ、重力式擁壁工１４．６
ｍ３、コンクリートブロック積擁壁工１５２ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ２６，１９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００３８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内安全施設設置工事（その２）

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

防護柵設置工Ｌ＝２０ｍ、車止め設置工３０本、横断防止柵設置工Ｌ＝６６ｍ、転落防止
柵設置工Ｌ＝６３ｍ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ８，０７０，０００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 土木又はとび・土工

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内道路整備工事（その４）

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

小型重力式擁壁工Ｌ＝５０ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、集水桝築造工５か所、アスファル
ト舗装工１８０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １５，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、港北区内又は緑区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４２０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内道路整備工事（その５）

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

小型重力式擁壁工Ｌ＝３０ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、集水桝築造工２か所、アスファル
ト舗装工９０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 １０，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４３０１００４６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区美しが丘第５号歩道橋ほか１橋塗装工事

施工場所 
青葉区美しが丘一丁目８番地先ほか１か所

工事概要 

高欄塗替工（第５号橋１５９ｍ２、第２号橋１５６ｍ２）、足場工（第５号橋１２８ｍ２
、第２号橋１２１ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ７，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４３０１００４７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内下水道修繕工事（その４）

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２０か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１７か所）、雨
水桝修繕工１２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 １２，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４３０１００４８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
向根公園再整備工事（１）

施工場所 
青葉区新石川一丁目３１番１

工事概要 

整備面積：２，１００ｍ２、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ２２，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「造園」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
（２）平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「造園」に 
  係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査事務 
  取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病院経営 
  局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定点（当 
  該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のものを対象 
  とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点のものを対象 
  とする。）が８５点以上の者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し なお、主任技術者 
届出書については、契約番号１１４３０１００４８番及び１１４３０１００４９番の工事 
件名を併記すること。 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４３０１００４８

工事件名 
向根公園再整備工事（１）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１１４３０１００４９番の工事と合併入札を行う。 
予定価格については、契約番号１０４３０１００４８番及び１０４３０１００４９   
番の合計金額を契約番号１０４３０１００４８番に記載する。 
入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る   
すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件   
については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完成 
  した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（５）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号１１４３０１００４ 
  ８番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１４３０１００４９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
向根公園再整備工事（２）

施工場所 
青葉区新石川一丁目３１番１

工事概要 

整備面積：２，１００ｍ２、基盤整備工、植栽工、設備工、施設改良工ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ――――――――――――

調査基準価格 ――――――――――――

低制限価格 ――――――――――――

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１１４３０１００４８番に記載する。

その他 

契約番号１１４３０１００４８番に記載する。

提出書類 

契約番号１１４３０１００４８番に記載する。

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

本件工事は契約番号１１４３０１００４８番の工事と合併入札を行う。 
なお、その他の注意事項については、契約番号１１４３０１００４８番に記載する。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４３０１００５０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区藤が丘一丁目地内ほか２か所舗装補修工事

施工場所 
青葉区藤が丘一丁目４番地先から５番地先までほか２か所

工事概要 

切削オーバーレイ工１，８６１ｍ２、表層工６５１ｍ２、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２８日まで

予定価格 ２５，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は 
都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内防護柵設置工事（その２）

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

横断防止柵設置工Ｌ＝６０ｍ、車止めポスト設置工８本、ガードレール設置工Ｌ＝１５ｍ
、転落防止柵設置工Ｌ＝２０ｍ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ４，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木又はとび・土工

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中川ききょう公園ほか４公園施設改良工事

施工場所 
都筑区中川五丁目１０番地ほか４か所

工事概要 

基盤整備工、植栽工、園路広場整備工、施設整備工ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ４２，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「造園」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
（２）平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「造園」に 
  係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査事務 
  取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病院経営 
  局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定点（当 
  該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のものを対象 
  とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点のものを対象 
  とする。）が８５点以上の者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （４）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
茅ケ崎南かきのき公園ほか１公園施設改良工事

施工場所 
都筑区茅ケ崎南五丁目１１番地ほか１か所

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工、設備工、植栽工ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １５，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑区北山田一丁目ほか街路樹補植工事

施工場所 
都筑区北山田一丁目８番６号ほか

工事概要 

高木植栽工１６本、中木植栽工７０本、低木植栽工１，５００本、道路除草工２００ｍ２
ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ４，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑区東山田町地内舗装補修工事

施工場所 
都筑区東山田町６９９番地先から８９７番地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工２，１００ｍ２、区画線設置工一式 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 １８，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し）（４） 
入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（３）入札参加資格その他（２）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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３４

工事件名 
都筑区東山田町地内舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、港北区内、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２１年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２２年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「ほ装」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査 
   事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病 
   院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評 
   定点（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月の 
   ものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点 
   のものを対象とする。）が７５点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１４４０１００３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道横浜上麻生都筑区川和町地内舗装補修工事

施工場所 
都筑区川和町１５２１番地先から２３１６番地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工２，６６０ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月２０日まで

予定価格 １５，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４４０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内区画線等設置工事（その２）

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝１，５００ｍ、溶融噴射式路面カラー舗装工１００ｍ２、標識柱設置工
１基 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 ６，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 -

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００４６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内下水道修繕工事（その４）

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝２６ｍ）、人孔蓋枠修繕工１８か所、塩ビ取付管修繕工
（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１０か所）、雨水桝修繕工３か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １１，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００４７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上倉田八幡谷公園施設改良工事

施工場所 
戸塚区上倉田町１３７３番地１

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ３３，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「造園」に係る発 
  注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
（２）平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「造園」に 
  係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査事務 
  取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病院経営 
  局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定点（当 
  該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のものを対象 
  とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点のものを対象 
  とする。）が８５点以上の者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （４）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００４８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
名瀬内久根公園再整備工事

施工場所 
戸塚区名瀬町３７６番４

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ２１，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００４９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚町南第一公園再整備工事

施工場所 
戸塚区戸塚町１４９１番７１

工事概要 

施設整備工、設備工、園路広場整備工、基盤整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １９，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

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 １１４５０１００５０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内公園施設修繕工事（その３）

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ７，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

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 １１４５０１００５１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区上矢部町地内舗装補修工事

施工場所 
戸塚区上矢部町１７５４番地の４９地先から２５０１番地の５０地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，５６３ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝４０ｍ、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ９，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００５２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区深谷町地内ほか２か所舗装補修工事

施工場所 
戸塚区深谷町５２４番地先から原宿三丁目５１番１号地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３７０ｍ２、切削オーバーレイ工７００ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝
３５ｍ、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ２４，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００５３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内下水道修繕工事（その５）

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝２８ｍ）、人孔蓋枠修繕工２１か所、塩ビ取付管修繕工
（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、７か所）、雨水桝修繕工２か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １１，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４５０１００５４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内下水道修繕・整備工事（その２）

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

本管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝３０ｍ）、人孔蓋枠修繕工９か所、塩ビ管布設工（Φ
２５０ｍｍ、Ｌ＝２５ｍ）、人孔設置工２か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 １１，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、戸塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４６０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道原宿六ツ浦山手学院入口交差点改良工事（その３）

施工場所 
栄区上郷町２１５番地先から６６１番地先まで

工事概要 

交通安全施設工一式、道路照明設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ２１，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】

登録細目 【電気：信号設備工事】

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １１４６０１００３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内道路整備工事（その３）

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、小型重力式擁壁工５ｍ３、アスファルト
舗装工５００ｍ２  

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ９，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （４ 
）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（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 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １１４６０１００３７

工事件名 
栄土木管内道路整備工事（その３）

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、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２２年度優良工事請負業者 
   表彰名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること。 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「土木」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第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７５点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１４６０１００３８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内下水道修繕・整備工事（その２）

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１０ｍ）、人孔修繕工１０か所、塩ビ取付管修繕工（
Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１４か所）、塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ９，２７０，０００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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １１４６０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２）

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４０ｍ、アスファルト舗装工５００ｍ２

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ９，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２２日（木）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １１４６０１００４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内道路整備工事（その４）

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、人孔蓋枠調整工１２か所、雨水桝蓋枠修繕工６か所、アスファル
ト舗装工５００ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ８，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４６０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本郷台駅前公園ほか５公園施設改良工事

施工場所 
栄区小菅ケ谷一丁目２０００番３１ほか５か所

工事概要 

基盤整備工、設備工、園路広場整備工、施設整備工

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月 ２日まで

予定価格 １６，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４６０１００４２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄区公田町地内舗装補修（切削）工事（その２）

施工場所 
栄区公田町３１４番２地先から３５４番３地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工２，３６０ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 １８，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １１４６０１００４３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内区画線等設置工事

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝４５０ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工４２０ｍ２、防護柵設置工Ｌ＝
７２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ５，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 -

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９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（９）を参照）。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４７０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道瀬谷柏尾（下新橋地区）道路改良工事（その２）

施工場所 
泉区新橋町１４番２地先

工事概要 

Ｌ型擁壁工Ｌ＝３２．５ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝１８．９ｍ、フェンス設置工Ｌ＝３２．５ｍ
、アスファルト舗装工５１ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月 ６日まで

予定価格 ９，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

                                 第 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

144 

 

契約番号 １１４８０１００３１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
善部橋補修工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和東三丁目２５番地先

工事概要 

防護柵設置工Ｌ＝４９ｍ、アルミ製橋名板設置工４枚、高力ボルト取替工５９６ 
本、コンクリート剥落防止工１７７ｍ２、塗装塗替工３２９ｍ２、足場工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間

予定価格 ２６，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 -

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９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 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００３２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区三ツ境歩道橋補修工事

施工場所 
瀬谷区三ツ境４番地先から１０５番地先まで

工事概要 

桁補修工（鋼板取付工１０２ｍ２、現場溶接工１９５ｍ）、高欄補修工、橋面工、塗装塗
替工７３２ｍ２、足場工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ２７，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 -

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００３３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内道路整備・狭あい道路拡幅整備工事（その３）

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝７０ｍ、ＬＵ型側溝工Ｌ＝１２０ｍ、小型重力式擁壁工Ｌ＝１５ｍ、アス
ファルト舗装工２２８ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １４，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、旭区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００３４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内河川水路維持工事（その４）

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

Ｕ型側溝設置工Ｌ＝７０ｍ、しゅんせつ工１９０ｍ３、排水溝しゅんせつ工Ｌ＝２６０ｍ
、ブロック積工６０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで

予定価格 ８，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木又はとび・土工

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭
区内又は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 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内取付管接続受託下水道工事（その２）

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ１５０ｍｍ、１３か所）

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで

予定価格 ３，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１４８０１００３６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３）

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６００ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から１２０日間

予定価格 １２，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５５０１００１０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷消防団第二分団第１班器具置場整備工事

施工場所 
瀬谷区下瀬谷二丁目４９番地４

工事概要 

Ｓ造、地上１階建、延床面積３３，７０ｍ２

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月２９日まで

予定価格 ９，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６３ 

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 １１７１０１０１２７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日下小学校ほか１校維持補修工事

施工場所 
港南区笹下三丁目９番１号ほか１か所

工事概要 

砕石スクリーニングス舗装工１，１８３ｍ２、スプリンクラーヘッド撤去・設置工４基、
百葉箱撤去・設置工１基、水田工１か所  

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ５，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ４時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０ 

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 １１７１０１０１２８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栗田谷中学校連絡橋撤去工事

施工場所 
神奈川区栗田谷３番１号

工事概要 

連動門扉工１か所、フェンス工Ｌ＝３０ｍ、旧橋撤去工一式、アスファルト舗装工 
２４．６ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １１，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１７１０１０１２９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
汲沢小学校擁壁改修工事

施工場所 
戸塚区汲沢三丁目６番１号

工事概要 

Ｈ鋼コンクリート板土留工（Ｈ＝１ｍ～２ｍ）、目地板設置工３．４ｍ２ 

工期 契約締結の日から１００日間

予定価格 １４，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し）  （ 
４）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ４時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３ 

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 １１７１０１０１２９

工事件名 
汲沢小学校擁壁改修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、戸塚区内又は泉区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２２年度優良工事請負業者 
   表彰名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること。 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「土木」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第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７５点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０１０１３０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
太田小学校擁壁改修工事

施工場所 
南区三春台４２番地

工事概要 

Ｈ鋼杭打ち込み工１００本、コンクリート柵板工３２４枚、コンクリート縁石工Ｌ＝
９０ｍ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月１０日まで

予定価格 １９，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し）  （ 
４）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０ 

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 １１７１０１０１３０

工事件名 
太田小学校擁壁改修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、中区内又は南区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２２年度優良工事請負業者 
   表彰名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること。 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「土木」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第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７５点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０１０１３１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野庭すずかけ小学校校庭散水水源切替工事

施工場所 
港南区野庭町３４６番地２

工事概要 

散水設備工一式、給水設備工一式、排水設備工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 ６，００９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港
南区内、保土ケ谷区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかに 
あること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ４時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市調達公告第 291 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９月 13 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 市立学校用白灯油その１ 約174,665リットルの購入 

イ 市立学校用白灯油その２ 約76,497リットルの購入 

ウ 市立学校用白灯油その３ 約188,317リットルの購入 

エ 市立学校用白灯油その４ 約206,193リットルの購入 

オ 市立学校用白灯油その５ 約154,849リットルの購入 

カ 市立学校用白灯油その６ 約185,496リットルの購入 

キ 市立学校用白灯油その７ 約197,651リットルの購入 

ク 市立学校用白灯油その８ 約182,978リットルの購入 

ケ 市立学校用白灯油その９ 約128,235リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

第１号アからケまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

契約締結の日から平成 24 年３月 31 日まで 

 (4) 納入場所 

第１号アからケまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

ア 横浜市立市場小学校ほか47か所 

イ 横浜市立戸部小学校ほか23か所 

ウ 横浜市立石川小学校ほか55か所 

エ 横浜市立星川小学校ほか63か所 

オ 横浜市立磯子小学校ほか49か所 

カ 横浜市立日吉台小学校ほか50か所 

キ 横浜市立山下小学校ほか54か所 

ク 横浜市立戸塚小学校ほか55か所 

ケ 横浜市立中和田小学校ほか37か所 
 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 入札方法 

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

(7) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「燃料」に登録が



横浜市報調達公告版 

                                 第 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

159 

 

認められている者であること。 

(3) 平成 23 年９月 26 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成 23 年９月 26 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） 

松永 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年 10 月６日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

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)4389（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 10 月 20 日から平成 23 年 10 月 24 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 10 月 25 日午前 10 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 10 月 24 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 
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   平成 23 年 10 月 25 日午前 10 時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

① Purchase of approx. 174,665 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part1)  

② Purchase of approx. 76,497 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part2)  

③ Purchase of approx. 188,317 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part3) 

④ Purchase of approx. 206,193 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part4) 

⑤ Purchase of approx. 154,849 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part5) 

⑥ Purchase of approx. 185,496 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part6) 

⑦ Purchase of approx. 197,651 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part7) 

⑧ Purchase of approx. 182,978 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part8) 

⑨ Purchase of approx. 128,235 l of Kerosene for Yokohama municipal schools(Part9) 

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 25, October, 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) 2249 
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横浜市調達公告第292号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「キャビネット（シャッター扉型）（イトーキ） 18 台ほか 同等品可」ほか 46 件の契約

について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年９月 13 日 

 

契約事務受任者       

横浜市財政局長 柏 崎   誠  

 

１ 入札参加資格 

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

て満たしていなければならない。 

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

項の規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有す

る者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登載されている者であるこ

と。 

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

ていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横浜市電

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

よる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送

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

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）において、電子入札システム

により入札書を提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合を

除き、認めない。 

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

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

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

希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 
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(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

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

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

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

。 

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

。 

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

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

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

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

めない。 

(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと
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に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

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

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

へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されな

い場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条

第４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23

条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争

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

要領等に定めるところによるものとする。 



横浜市報調達公告版 

                                 第 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

164 

 

 

契約番号 １１１２０２００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
キャビネット（シャッター扉型）（イトーキ） １８台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
道路局路政課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 

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 道路局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２０３２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
フロント乗用ロータリーモア（ＩＨＩシバウラ） １台 同等品可 

納入／履行場所 
新横浜公園（港北区小机町３３００番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械器具・工具類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）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 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２０３２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ハードケーブルカメラシステム（カンツール） ２台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
港南区港南土木事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）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 環境創造局管路保全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０２９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市風力発電所風車設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区鈴繁町８番地１号 

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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 環境創造局環境エネルギー課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０２９２ 

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脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０２９３ 

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２４年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０２９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄第一水再生センター等防災設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局栄第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月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 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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 環境創造局栄水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２０４８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ダストピットＭタイプ（淀川製鋼所） ７台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場ほか 

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 雑貨 

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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ２時０４分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

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

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

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

接行う（随時）。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２０４９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中性炭 ３，０００キログラム  

納入／履行場所 
資源循環局保土ケ谷工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 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 １１２２０２０４９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
雨作業衣（上衣１着ズボン２着セット） ３４０組の製造 

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９０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

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

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１０月 ７日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年１０月１１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１０月１１日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

９月 30 日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送信先 

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

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

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 資源循環局職員課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２０４９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
防水防寒衣 ４２０着の製造 

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９０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

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

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１０月 ７日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年１０月１１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１０月１１日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

９月 30 日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送信先 

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

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

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 資源循環局職員課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）６８トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

176 

 

契約番号 １１２２０５０１８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）７９トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１８８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１３０トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山一丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）７０トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）１１４トン（概算）の売払（平成２３年１１月分）

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）１０５トン（概算）の売払（平成２３年１１月

分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

181 

 

契約番号 １１２２０５０１９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１４４トン（概算）の売払（平成２３年１１月分）

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山一丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）１０５トン（概算）の売払（平成２３年１１月

分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス１２トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

納入／履行場所 
民間選別処理業者（金沢区幸浦２－２－９）ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス４８トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

納入／履行場所 
民間選別処理業者（金沢区幸浦２－２－９）ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）４４５トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

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

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１７７トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

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

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（北部方面）２４６トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

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

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０１９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（南部方面）２２９トン（概算）の売払（平成２３年１１月分） 

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

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１１月 １日から平成２３年１１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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

すること。 

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

の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０２０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中型機械車（回転板コンテナ傾倒付 日産） ２台の売払  

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０２０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型機械車（破砕機水噴霧付 日産） ４台の売払 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０２０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型機械車ＣＮＧ（破砕機水噴霧付 日産） ２台の売払 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０２０５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型機械車ＣＮＧ（回転板式 日産） １台の売払 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０２０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型機械車（回転板式 日野） ２台の売払 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０２０７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型機械車（回転板式 いすゞ） １台の売払 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２２０５０２０８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中型吸上車（三菱ふそう） １台の売払 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

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 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

196 

 

契約番号 １１２２０５０２０９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型機械車（回転板式 日産） １５台の売払 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５７０－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２５０２０１０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＨＩＰＬＵＳ／ＮｅＸＴ Ｖ１基本システムサーバライセンス（日立電子サービス） １本ほ

か 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市研修センター 

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 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 総務局人材開発課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２６０２００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
証明発行システムサーバ（日立製作所） ２台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
市民局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１０月１４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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 市民局窓口サービス課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２６０２００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
証明発行システムホスト連携サーバ機器及び関連機器 一式 

納入／履行場所 
市民局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 市民局窓口サービス課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２７０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
馬場保育園ほか１５園エアコン分解洗浄業務委託 

納入／履行場所 
横浜市馬場保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 こども青少年局保育運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０３２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＨＨＴ用現金領収書 ５５０巻の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１１月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 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 １１２８０２０３２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
両袖机（イトーキ） １脚ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市恩田地域ケアプラザ（青葉区あかね台二丁目） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１２月 １日から平成２３年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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 健康福祉局地域支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０３２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スタッキングチェア（オカムラ） ６脚ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市恩田地域ケアプラザ（青葉区あかね台二丁目） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１２月 １日から平成２３年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 

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 健康福祉局地域支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０３３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デスク（ウチダ） ４台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市生麦地域ケアプラザ（鶴見区生麦四丁目） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１２月 １日から平成２３年１２月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８日（水）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同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 健康福祉局地域支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２０３３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
レターケース（コクヨ） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市生麦地域ケアプラザ（鶴見区生麦四丁目） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年１２月 １日から平成２３年１２月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 

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 健康福祉局地域支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部斎場受変電設備保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市北部斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 

 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１３１０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区いきいき街路樹事業剪定業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区内 横溝屋敷前ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月１２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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１４１０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内道路除草業務委託（その２） 

納入／履行場所 
港北区港北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３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１４６０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区いきいき街路樹事業剪定業務委託 

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 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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 １１４８０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区いきいき街路樹事業剪定業務委託 

納入／履行場所 
瀬谷区瀬谷町６０９３番地先から９４０９番地先までほか 

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 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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 瀬谷区瀬谷土木事務所 

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 121 号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「小雀浄水場２号配水池耐震補強工事」について、総合評価一般競争入札を行う。 

平成23年９月13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。 

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。 

水 道 局 
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(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。 

(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
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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 

(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。 
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(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。 

   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
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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 １１５２０１０２７８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場２号配水池耐震補強工事

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

配水池耐震補強工事（無筋・鉄筋コンクリート打設工３，２４３ｍ３）、ポンプ井耐震補
強工事（無筋・鉄筋コンクリート打設工４８１ｍ３） ほか 

工期 契約締結の日から１０２０日間

予定価格 １，０５８，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 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。工事経験欄に施設名称及び耐震補強工事
等の概要を記入し、役職欄の監理技術者又は現場代理人のいずれか従事する方に丸印をつ 
けること（現場代理人に従事する場合は、その他欄に現場代理人と記入し丸印をつけるこ
と。）。） （２）監理技術者講習修了証の写し （３）施工実績調書（工事内容欄に施 
設名称及び耐震補強工事等の概要を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計 
図書の写し等の書類を添付すること。）（４）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年１０月１２日（水）午前 ９時００分から
平成２３年１０月１４日（金）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年１１月 ８日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ８回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０２７８

工事件名 
小雀浄水場２号配水池耐震補強工事

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、６６６，７４１，６００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）配水池耐震補強工事又は配水池築造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、配水池耐震補強工事又は配水池築造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）水道施設又は類似施設（下水道施設）における水処理に係るコンクリート土木 
    構造物工事（耐震補強工事、築造工事又は補修工事に限る。）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、コンクリート土木構造物工事（耐震補強工事、築造工事又は 
    補修工事に限る。）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、配水池耐震補強工事又は配 
  水池築造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）本件工事は総合評価落札方式（標準型）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９月１６日 
   ・技術資料の受付期間：平成２３年１０月１２日から平成２３年１０月１４日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２３年１１月１５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）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。 
（４）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文１０（１０ 
）を参照）。 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第 122 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「小雀浄水場１系沈殿池遮光ネット設置工事」ほか 14 件の工事について、一般競争入札を

行う。 

平成23年９月13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 １１５２０１０２８３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場１系沈殿池遮光ネット設置工事

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

藻類抑制遮光ネット製作・据付一式

工期 契約締結の日から１２０日間

予定価格 ９，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又はその他の機械器具工事】

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０２８４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場３系沈殿池掻寄機定期修繕工事（１・３号池）

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

駆動チェーン交換工一式、駆動チェーンスプロケット交換工一式、掻寄チェーン反転工一
式、掻寄チェーンスプロケット交換工一式、フライトシュー交換工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで

予定価格 ２６，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又はその他の機械器具工事】

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で
配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０２８５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場１系沈殿池真空ポンプ定期修繕工事

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

真空ポンプ修繕工２台

工期 契約締結の日から６０日間

予定価格 ２，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置するこ
と。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０２８７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業用水道 平戸水管橋ほか２橋塗装工事

施工場所 
戸塚区秋葉町５６８番地先から柏尾町３８０番地先までほか２か所 

工事概要 

水管橋塗装工１５７ｍ２（平戸水管橋８２ｍ２、鳥帽子田水管橋４６ｍ２、平岡水管橋
２９ｍ２） 

工期 契約締結の日から１０５日間

予定価格 ２，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９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 免除

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３２９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０２８８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
導水路フェンス修繕工事

施工場所 
旭区上川井町５３７番地先から５６５番地先まで

工事概要 

フェンス設置工一式、門扉設置工一式、撤去工一式 ほか

工期 契約締結の日から１２０日間

予定価格 ６，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 -

登録細目 【フェンス：フェンス工事】

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工工事業、土木工事業、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場
に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局川井浄水場 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 １１５２０１０２９１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業用水道 菅沢町口径４５０ｍｍ配水管撤去工事

施工場所 
鶴見区菅沢町１７番２２号地先から１７番２８号地先まで

工事概要 

既設配水管撤去工（Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝９５ｍ）、Ｌ型側溝工Ｌ＝９５ｍ、アスファルト
舗装工２９８ｍ２ 

工期 契約締結の日から８０日間

予定価格 １３，０７０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し）  （ 
４）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９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 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３２９ 

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 １１５２０１０２９１

工事件名 
工業用水道 菅沢町口径４５０㎜配水管撤去工事

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、神奈川区内又は西区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２２年度優良工事請負業者 
   表彰名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること。 
  イ 平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「土木」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第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７５点以上の者であること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１５２０１０２９３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
星野町口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
神奈川区星野町４番地先

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１７４ｍ）、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１５５日間

予定価格 ４６，８７０，０００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 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 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、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）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午前 １１時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０２９９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
狩場町ほか４か所口径７５ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
保土ケ谷区狩場町２６番地４７地先から２６番地４５地先までほか４か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ、Ｌ＝４７６ｍ）、給水管取付替工一式、管撤去工
一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１４５日間

予定価格 ４４，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

その他 

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「管」に係る発  
   注者別評価点（主観点）が３５点以上の者であること。 
（２）平成２１年８月１日から平成２３年７月３１日までの間に完成した工種「管」に係 
  る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査事務取 
  扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病院経営局 
  請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定点（当該 
  期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のものを対象と 
  する。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点のものを対象と 
  する。）が８５点以上の者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （４）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、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）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 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３００

入札方法 電子入札による 

工事件名 
星川三丁目ほか３か所口径７５ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
保土ケ谷区星川三丁目２２番２６号地先から２０番４５号地先までほか３か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ、Ｌ＝４６９ｍ）、給水管取付替工一式、管撤去工
一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１３５日間

予定価格 ３６，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３０１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
井土ケ谷上町ほか２か所口径７５ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
南区井土ケ谷上町４０番２３号地先ほか２か所

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ、Ｌ＝１７６ｍ）、給水管取付替工一式、管撤去工
一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から９０日間

予定価格 ２０，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神
奈川区内、西区内、中区内、南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３０２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚・泉地域サービスセンター空調設備修繕工事

施工場所 
泉区和泉町４６２０番地

工事概要 

空気調和設備工一式、撤去工一式 ほか    

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで

予定価格 １４，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南
区内、港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区 
内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３０５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部第一給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その５）

施工場所 
旭区、泉区、瀬谷区

工事概要 

アスファルト舗装工４００ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで

予定価格 １４，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭
区内、緑区内、青葉区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局西部第一給水維持課 電話 ０４５－３６３－１５４１ 

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 １１５２０１０３０６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場非常用自家発電設備更新工事（その３）（建屋耐震改修工事） 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地

工事概要 

開口部補強工、重量シャッター取替工２か所、鋼製建具取替工１か所、壁天井化粧吸音材
新設工２００ｍ２、開口部周囲補修工、屋上点検用タラップ設置工１か所、排気筒蓋設置 
工１か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２１日まで

予定価格 ８，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴
見区内、神奈川区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ２時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３０７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷第２分庁舎屋上改修工事

施工場所 
保土ケ谷区仏向西４番１号

工事概要 

南側屋上防水改修工、バルコニー防水改修工、ＰＨ屋上防水改修工 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 ８，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 防水 

格付等級 -

登録細目 【防水：防水工事】

所在地区分 市内 

技術者 

防水工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５２０１０３０８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見・神奈川地域サービスセンター車庫解体撤去工事

施工場所 
神奈川区広台太田町３番４

工事概要 

車庫解体撤去工（軽量Ｓ造、平屋建、延床面積１４６ｍ２）

工期 契約締結の日から６０日間

予定価格 １，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 -

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工工事業又は建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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水道局調達公告第123号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「口径75ｍｍ補修弁内蔵小型消火栓（接合部品含む） 30個ほか」ほか２件の契約について

、一般競争入札を行う。 

平成 23 年９月 13 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 土 井 一 成  

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する横

浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の

規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有する者

であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登載されている者であるこ

と。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け

ていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横

浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めると

ころによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送

信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）において、電子入札システム

により入札書を提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合を

除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す

る入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における、

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件におい

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ

た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同組

合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入

札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号までに

定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとする。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効とする

。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした者に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ

るときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と

する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした

者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者

がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは

再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無

効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札をした者の入札は認
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めない。 

(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

た日）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されな

い場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当

該落札候補者に通知する。 

(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23

条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関す

る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１５２０２０４４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
口径７５ｍｍ補修弁内蔵小型消火栓（接合部品含む） ３０個ほか 

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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 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 １１５２０２０４４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
補修弁内蔵小型消火栓（ＦＣＤ）（付属品含む） ２０基 

納入／履行場所 
水道局南部第一給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から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 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２８日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２８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 水道局南部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０５２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷排水処理脱水汚泥収集運搬委託（その２） 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③横浜市及び川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者 

。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 

 

発注担当課 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第 57 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「戸塚駅改良工事（電気設備工事）その２」ほか３件の工事について、一般競争入札を行う

。 

平成23年９月13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 １１５３０１００２２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅改良工事（電気設備工事）その２

施工場所 
戸塚区戸塚町１２番地１

工事概要 

外壁塗装３７．７ｍ２、金属製建具９か所、防潮板２か所ほか一式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 ２月１５日まで

予定価格 ４，９９３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中
区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあるこ 
と。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８８ 

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 １１５３０１００２４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
センター南駅西側壁面補修工事

施工場所 
都筑区茅ケ崎中央１番１号

工事概要 

壁面補修工１，５３０ｍ２

工期 契約締結の日から平成２３年１２月２６日まで

予定価格 １７，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １１５３０１００２５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
伊勢佐木長者町駅漏水対策工事

施工場所 
中区長者町５丁目４８番地

工事概要 

出入口改修工 

工期 契約締結の日から平成２３年１２月１６日まで

予定価格 ３，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西
区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４ 

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 １１５３０１００２６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅改良工事（建築工事）その３

施工場所 
戸塚区戸塚町１２番地１

工事概要 

換気棟、消防隊進入口及び避難階段改良工

工期 契約締結の日から平成２４年 ２月１５日まで

予定価格 ４，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
いない者でなければならない。  

その他 

平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、西
区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２６日（月）午前 ９時００分から
平成２３年 ９月２８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）午後 ３時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４ 

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58号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「鉄くずほか 17,548キログラムの売払」の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年９月 13 日 

 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する横

浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の

規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有する者

であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登載されている者であるこ

と。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け

ていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横

浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めると

ころによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送

信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）において、電子入札システム

により入札書を提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合を

除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 



横浜市報調達公告版 

                                 第 55 号 平成 23 年９月 13 日発行 

                                                 

253 

 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す

る入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における、

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件におい

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ

た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同組

合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入

札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号までに

定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとする。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効とする

。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした者に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ

るときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と

する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした

者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者

がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは

再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無

効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札をした者の入札は認

めない。 
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(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

た日）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されな

い場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当

該落札候補者に通知する。 

(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23

条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関す 

る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札 

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１５３０５００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くずほか １７，５４８キログラムの売払 

納入／履行場所 
交通局滝頭営業所ほか９か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ９月２７日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ９月２９日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ９月２９日（木）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 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 


