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調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第 168 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、「中田中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事）」ほか 28 件の工事につい

て、一般競争入札を行う。 

平成24年５月８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。 

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。 
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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。 

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。 

(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。 

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。 

(10) (9)の適格性の審査にあたり、工事請負契約約款第 11 条第２項で定める現場代理人については、工

事現場に常駐するものとする。この要件を満たさない者は、競争入札取扱要綱第 25 条第 1項第８号に

該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

ただし、横浜市が特に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める。この場合の現

場代理人の兼任を認める要件は、次のアからウまでの要件をすべて満たすものとする。 

ア 同一工事監督課の工事であること。 

 イ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500 万円未満であり、工事件名又は施工場

所に「管内」と記載がある等、施工場所が特定されていないもの（以下「管内もの」という。）同

士の組み合わせであること。 

(ｲ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000 万円未満の、施工場所が特定されてい

る工事（以下「一本もの」という。）同士の組み合わせであること。 
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(ｳ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500 万円未満の管内もの及び予定価格（消

費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000 万円未満の一本ものの組み合わせであること。 

ウ 兼任できる工事は２件までとする。 

なお、工事現場への出動体制について定めがある工事、緊急性のある工事（応急修理工事等)及び

設計変更により 2,500 万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上となった工事は兼任でき

ないものとする。 

(11) (9)の適格性の審査にあたり、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。 

(12) 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。 

(13) 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 １２７１０１００４６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中田中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
泉区中田北二丁目２０番１号ほか４か所

工事概要 

空調設備工（中田中学校（一般教室１５室、個別支援学級４室、保健室１室）、上飯田小
学校（一般教室１８室、個別支援学級３室、保健室１室）、東中田小学校（一般教室１８ 
室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室）、下和泉小学校（一般教室１８室 
、個別支援学級３室）、泉が丘中学校（一般教室１５室、個別支援学級２室、保健室１室 
）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０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 

※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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契約番号 １２７１０１００４６

工事件名 
中田中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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「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。 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２５日 午前９時から 
   平成２４年５月２９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２４年５月３０日から 
   平成２４年６月２０日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００４７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
笠間小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
栄区笠間三丁目２８番１号ほか３か所

工事概要 

空調設備工（笠間小学校（一般教室２４室、個別支援学級２室、多目的ホール１室、保健
相談室１室）、桂台小学校（一般教室１３室、個別支援学級３室）、小菅ケ谷小学校（一 
般教室２３室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）、西本郷中学校（一般 
教室１３室、個別支援学級５室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）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 

※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 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００４７

工事件名 
笠間小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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「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。 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００４８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
戸塚区小雀町１８４５番地ほか１か所

工事概要 

空調設備工（小雀小学校（一般教室１６室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室
１室）、豊田中学校（一般教室２０室、個別支援学級２室、保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２９日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００４８

工事件名 
小雀小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２４日 午前９時から 
   平成２４年５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２４年５月２９日から 
   平成２４年６月１９日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００４９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
戸塚区戸塚町４５４２番地ほか４か所

工事概要 

空調設備工（戸塚中学校（一般教室２４室、個別支援学級４室、保健室１室）、矢部小学
校（一般教室２０室、個別支援学級３室）、東汲沢小学校（一般教室１８室、個別支援学 
級２室、保健室１室、保健相談室１室）、南戸塚小学校（一般教室１８室、個別支援学級 
３室、保健室１室）、汲沢小学校（一般教室１８室、個別支援学級２室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４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 

※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 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００４９

工事件名 
戸塚中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００５０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上矢部小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
戸塚区上矢部町１４６３番地４ほか３か所

工事概要 

空調設備工（上矢部小学校（一般教室２３室、個別支援学級２室）、舞岡中学校（一般教
室１８室、個別支援学級２室、保健室１室、ハートフルルーム２室）、境木小学校（一般 
教室２２室、個別支援学級３室、保健室１室）、川上北小学校（一般教室２８室、個別支 
援学級３室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０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 

※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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契約番号 １２７１０１００５０

工事件名 
上矢部小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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８０点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２５日 午前９時から 
   平成２４年５月２９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２４年５月３０日から 
   平成２４年６月２０日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００５１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
すみれが丘小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
都筑区すみれが丘３４番地ほか１か所

工事概要 

空調設備工（すみれが丘小学校（一般教室１４室、個別支援学級２室、保健室１室、保健
相談室１室）、東山田中学校（一般教室２８室、個別支援学級３室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １２７１０１００５１

工事件名 
すみれが丘小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００５２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川和東小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
都筑区富士見が丘２１番２号ほか３か所

工事概要 

空調設備工（川和東小学校（一般教室３２室、個別支援学級４室、保健室１室、保健相談
室１室）、中川西中学校（一般教室２８室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室 
１室）、都田小学校（一般教室１４室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室 
）、荏田小学校（一般教室１２室、個別支援学級２室、保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２９日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １２７１０１００５２

工事件名 
川和東小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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８０点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２４日 午前９時から 
   平成２４年５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２４年５月２９日から 
   平成２４年６月１９日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００５３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鴨志田緑小学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
青葉区鴨志田町５３２番地ほか４か所

工事概要 

空調設備工（鴨志田緑小学校（一般教室１２室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相
談室１室）、荏田西小学校（一般教室２３室、個別支援学級３室、多目的教室１室、保健 
室１室）、市ケ尾小学校（一般教室２２室、個別支援学級３室、学習室１室、保健室１室 
、保健相談室１室）、緑が丘中学校（一般教室１６室、個別支援学級２室、第２理科室１ 
室、保健室１室）、谷本中学校（一般教室１９室、個別支援学級３室、保健相談室１室、 
保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １２７１０１００５３

工事件名 
鴨志田緑小学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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「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。 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００５４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
あざみ野中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
青葉区あざみ野一丁目２９番地１ほか３か所

工事概要 

空調設備工（あざみ野中学校（一般教室２２室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相
談室１室）、山内中学校（一般教室２２室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室 
１室）、あざみ野第一小学校（一般教室２３室、個別支援学級２室、保健室１室）、美し 
が丘東小学校（一般教室１９室、個別支援学級３室、保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２９日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １２７１０１００５４

工事件名 
あざみ野中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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「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。 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２４日 午前９時から 
   平成２４年５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２４年５月２９日から 
   平成２４年６月１９日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００５５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鴨居小学校ほか２校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
緑区鴨居四丁目７番１５号ほか２か所

工事概要 

空調設備工（鴨居小学校（一般教室１７室、個別支援学級３室、保健相談室１室）、山下
小学校（一般教室１８室、個別支援学級２室、保健相談室１室）、緑小学校（一般教室 
２９室、個別支援学級２室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２９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 

※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 １２７１０１００５５

工事件名 
鴨居小学校ほか２校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２４日 午前９時から 
   平成２４年５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２４年５月２９日から 
   平成２４年６月１９日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００５６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
十日市場中学校ほか２校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
緑区十日市場町１５０１番地４２ほか２か所

工事概要 

空調設備工（十日市場中学校（一般教室２４室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相
談室１室）、田奈中学校（一般教室２６室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室 
１室）、長津田小学校（一般教室２２室、個別支援学級３室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 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 １２７１０１００５６

工事件名 
十日市場中学校ほか２校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００５７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
篠原西小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
港北区篠原町１２４１番１ほか３か所

工事概要 

空調設備工（篠原西小学校（一般教室２０室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談
室１室）、大曽根小学校（一般教室２５室、個別支援学級３室）、城郷中学校（一般教室 
２１室、個別支援学級２室、保健室１室）、篠原中学校（一般教室１８室、個別支援学級 
２室、保健室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）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 

※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 １２７１０１００５７

工事件名 
篠原西小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００５８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日吉南小学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
港北区日吉本町四丁目２番６号ほか４か所

工事概要 

空調設備工（日吉南小学校（一般教室２５室、個別支援学級２室、保健室１室）、矢上小
学校（一般教室１９室、個別支援学級３室）、日吉台小学校（一般教室１９室、個別支援 
学級２室、保健室１室）、駒林小学校（一般教室１６室、個別支援学級２室、保健相談室 
１室）、新吉田小学校（一般教室２２室、個別支援学級４室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 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 １２７１０１００５８

工事件名 
日吉南小学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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「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。 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
 



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

32 

 

契約番号 １２７１０１００５９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
瀬谷区中央５番地４１ほか３か所

工事概要 

空調設備工（瀬谷中学校（一般教室２４室、個別支援学級４室、保健相談室１室）、三ツ
境小学校（一般教室２７室、個別支援学級４室）、南瀬谷小学校（一般教室２５室、個別 
支援学級３室、保健室移設、保健相談室移設）、下瀬谷中学校（一般教室１５室、個別支 
援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０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 

※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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契約番号 １２７１０１００５９

工事件名 
瀬谷中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２５日 午前９時から 
   平成２４年５月２９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２４年５月３０日から 
   平成２４年６月２０日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
金沢区富岡西一丁目６９番１号ほか３か所

工事概要 

空調設備工（小田小学校（一般教室２２室、個別支援学級３室、保健相談室１室）、並木
第四小学校（一般教室１５室、個別支援学級２室、保健相談室１室）、並木中央小学校（ 
一般教室１４室、個別支援学級２室、保健室１室）、小田中学校（一般教室１２室、個別 
支援学級３室、保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００６０

工事件名 
小田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２５日 午前９時から 
   平成２４年５月２９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２４年５月３０日から 
   平成２４年６月２０日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
富岡中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
金沢区富岡西五丁目４６番１号ほか３か所

工事概要 

空調設備工（富岡中学校（一般教室２４室、個別支援学級３室）、文庫小学校（一般教室
１７室、個別支援学級３室、音楽室１室、保健相談室１室）、能見台南小学校（一般教室 
２６室、個別支援学級２室、保健相談室１室）、大道中学校（一般教室１５室、個別支援 
学級２室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０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 

※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 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００６１

工事件名 
富岡中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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８０点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２５日 午前９時から 
   平成２４年５月２９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２４年５月３０日から 
   平成２４年６月２０日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００６２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
森中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
磯子区森五丁目２２番１号ほか３か所

工事概要 

空調設備工（森中学校（一般教室１５室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１
室）、洋光台第一小学校（一般教室２０室、個別支援学級３室、保健室１室）、洋光台第 
三小学校（一般教室１２室、個別支援学級２室、保健室１室）、汐見台中学校（一般教室 
１６室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００６２

工事件名 
森中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
万騎が原中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
旭区万騎が原３１番地ほか３か所

工事概要 

空調設備工（万騎が原中学校（一般教室２７室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相
談室１室）、希望ケ丘小学校（一般教室１８室、個別支援学級３室、保健室１室）、二俣 
川小学校（一般教室１９室、個別支援学級３室、保健室１室）、南希望が丘中学校（一般 
教室１５室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２９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 

※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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契約番号 １２７１０１００６３

工事件名 
万騎が原中学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２４日 午前９時から 
   平成２４年５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２４年５月２９日から 
   平成２４年６月１９日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭北中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
旭区上白根二丁目４７番１号ほか４か所

工事概要 

空調設備工（旭北中学校（一般教室１５室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室
１室）、上白根小学校（一般教室２３室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１ 
室）、白根小学校（一般教室１８室、個別支援学級３室、保健室１室）、鶴ケ峯中学校（ 
一般教室２０室、個別支援学級４室、保健室１室、保健相談室１室）、笹野台小学校（一 
般教室１８室、個別支援教室３室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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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契約番号 １２７１０１００６４

工事件名 
旭北中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上菅田小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
保土ケ谷区上菅田町１３４番地ほか１か所

工事概要 

空調設備工（上菅田小学校（一般教室２３室、個別支援学級３室、保健相談室１室）、上
星川小学校（一般教室２２室、個別支援学級２室、保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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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契約番号 １２７１０１００６５

工事件名 
上菅田小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２５日 午前９時から 
   平成２４年５月２９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２４年５月３０日から 
   平成２４年６月２０日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
保土ケ谷区釜台町３番１号ほか４か所

工事概要 

空調設備工（保土ケ谷中学校（一般教室２７室、個別支援学級３室、保健相談室１室）、
今井小学校（一般教室１２室、個別支援学級２室、保健室１室）、岩井原中学校（一般教 
室１２室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室）、初音が丘小学校（一般教 
室２２室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室）、常盤台小学校（一般教室 
２４室、個別支援教室２室、保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 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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契約番号 １２７１０１００６６

工事件名 
保土ケ谷中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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８０点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００６７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
下永谷小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
港南区東永谷一丁目３６番１号ほか１か所

工事概要 

空調設備工（下永谷小学校（一般教室２５室、個別支援学級３室）、日限山小学校（一般
教室１８室、個別支援学級３室、保健相談１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２９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 

※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 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００６７

工事件名 
下永谷小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２４日 午前９時から 
   平成２４年５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２４年５月２９日から 
   平成２４年６月１９日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
太田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
南区三春台４２番地ほか３か所

工事概要 

空調設備工（太田小学校（一般教室１３室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室
１室）、六ツ川中学校（一般教室１８室、個別支援学級４室、保健室１室）、藤の木小学 
校（一般教室２１室、個別支援学級４室、保健相談室１室）、別所小学校（一般教室１８ 
室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）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 

※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 １２７１０１００６８

工事件名 
太田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００６９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜商業高等学校ほか２校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
南区南太田二丁目３０番１号ほか２か所

工事概要 

空調設備工（横浜商業高等学校（一般教室２９室）、永田台小学校（一般教室１６室、個
別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室）、永田中学校（一般教室１５室、個別支 
援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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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契約番号 １２７１０１００６９

工事件名 
横浜商業高等学校ほか２校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００７０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
神奈川区西大口１４１番地ほか４か所

工事概要 

空調設備工（神奈川中学校（一般教室１５室、個別支援学級３室）、白幡小学校（一般教
室２２室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）、浦島小学校（一般教室 
１５室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）、羽沢小学校（一般教室１９室 
、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）、錦台中学校（一般教室１９室、個 
別支援教室２室、保健室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２９日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １２７１０１００７０

工事件名 
神奈川中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２４日 午前９時から 
   平成２４年５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２４年５月２９日から 
   平成２４年６月１９日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００７１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
鶴見区鶴見中央三丁目１９番１号ほか３か所

工事概要 

空調設備工（鶴見小学校（一般教室２４室、個別支援学級２室、保健室１室）、旭小学校
（一般教室２２室、個別支援学級２室、保健室１室）、東台小学校（一般教室２９室、個 
別支援学級２室、保健室１室）、末吉小学校（一般教室２５室、個別支援学級３室、保健 
室１室、保健相談室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １２７１０１００７１

工事件名 
鶴見小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて設備部門に登載されている者であること 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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８０点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１００７２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
潮田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
鶴見区向井町３丁目８２番地１ほか３か所

工事概要 

空調設備工（潮田小学校（一般教室２３室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室
１室）、矢向中学校（一般教室１３室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室 
）、潮田中学校（一般教室１７室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室１室）、 
矢向小学校（一般教室２２室、個別支援学級４室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０日（水）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １２７１０１００７２

工事件名 
潮田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２５日 午前９時から 
   平成２４年５月２９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２４年５月３０日から 
   平成２４年６月２０日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００７６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南台第一中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
港南区港南台六丁目６番１号ほか４か所

工事概要 

空調設備工（港南台第一中学校（一般教室１５室、個別支援学級２室、保健室１室）、港
南台第一小学校（一般教室１６室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）、 
笹下中学校（一般教室１８室、個別支援学級３室、保健室１室）、南台小学校（一般教室 
２０室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室）、港南台第二小学校（一般教 
室１３室、個別支援学級３室、保健室１室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４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  該当しない

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００７６

工事件名 
港南台第一中学校ほか４校空調設備設置その他工事（空調設備工事） 

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００７７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西前小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
西区中央二丁目２７番７号ほか１か所

工事概要 

空調設備工（西前小学校（一般教室１７室、個別支援学級３室、保健室１室、保健相談室
１室）、北方小学校（一般教室１９室、個別支援学級２室、保健室１室、保健相談室１室 
）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２２日（火）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２５日（金）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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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契約番号 １２７１０１００７７

工事件名 
西前小学校ほか１校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

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２、３（１）及 
  び５（３）、並びに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２４年５月２２日 午前９時から 
   平成２４年５月２４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２４年５月２５日から 
   平成２４年６月１５日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第 169 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「都市計画道路丸子中山茅ケ崎線（南山田大棚勝田地区）街路整備工事（その 14）」ほか

８件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成24年５月８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。 

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 
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次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第1 9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。 

(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。 
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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1 0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。 

(10) (9)の適格性の審査にあたり、工事請負契約約款第 11 条第２項で定める現場代理人については、工

事現場に常駐するものとする。この要件を満たさない者は、競争入札取扱要綱第 25 条第 1項第８号に

該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

ただし、横浜市が特に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める。この場合の現

場代理人の兼任を認める要件は、次のアからウまでの要件をすべて満たすものとする。 

  ア 同一工事監督課の工事であること。 

イ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500 万円未満であり、工事件名又は施工場

所に「管内」と記載がある等、施工場所が特定されていないもの（以下「管内もの」という。）同

士の組み合わせであること。 

(ｲ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000 万円未満の、施工場所が特定されてい

る工事（以下「一本もの」という。）同士の組み合わせであること。  

(ｳ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500 万円未満の管内もの及び予定価格（消

費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000 万円未満の一本ものの組み合わせであること。 

ウ 兼任できる工事は２件までとする。 

なお、工事現場への出動体制について定めがある工事、緊急性のある工事（応急修理工事等)及び

設計変更により 2,500 万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上となった工事は兼任でき

ないものとする。 

 (11) (9)の適格性の審査にあたり、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
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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。 

(12) 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。 

(13) 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 １２１２０１００２１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路丸子中山茅ケ崎線（南山田大棚勝田地区）街路整備工事（その１４）

施工場所 
都筑区勝田町１０５９番７地先から大棚町３４６番２地先まで

工事概要 

上部製作工（鋼材重量２３２．１０２ｔ、橋長３５．２ｍ、幅員１８ｍ）、架設工、落橋
防止装置工１６組、工場塗装工１，７３６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月１８日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 市内又は準市内 

技術者 

鋼構造物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）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成９年４月１日以降に完成した工事１件あたりの鋼材重量１３９ｔ以上の、鋼製 
  橋を自社工場において製作し、架設した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。）。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）施工実績調書（工事内容欄に橋梁の名称、形式及び鋼材重量を記入し、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２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５２７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２１２０１００２１

工事件名 
都市計画道路丸子中山茅ケ崎線（南山田大棚勝田地区）街路整備工事（その１４）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）配置する監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他 
  の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）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 １２２４０１０００２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道弥生台桜木町（野毛地区）歩道拡幅整備工事

施工場所 
中区花咲町１丁目４８番地先から４２番地先まで

工事概要 

アスファルト舗装工１，４１０ｍ２、透水性歩道ブロック設置工４８０ｍ２、Ｌ型側溝工
Ｌ＝１０４．５ｍ、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

※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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） （５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４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 

※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 都市整備局都市再生推進課 電話 ０４５－６７１－２６７３ 

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44号 平成24年５月８日発行 

71 

 

契約番号 １２２４０１０００２

工事件名 
県道弥生台桜木町（野毛地区）歩道拡幅整備工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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６５点以上の者であること。 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（４）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２４３０１００２０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区あざみ野二丁目地内ほか２か所舗装補修工事

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２９番地先から３１番地先までほか２か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，５５０ｍ２、舗装の敷均し転圧工２，１７０ｍ２、区画線設置工
一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ９月２８日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４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 

※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 １２４３０１００２０

工事件名 
青葉区あざみ野二丁目地内ほか２か所舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
駒岡小学校給食室改築その他工事（建築工事）

施工場所 
鶴見区駒岡三丁目１４番１号

工事概要 

給食室棟改築工（ＲＣ造、地上２階建、延床面積３５５．９４ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

契約番号 １２７１０１００３５
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工事件名 
駒岡小学校給食室改築その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００３８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高田小学校耐震補強その他工事（建築工事）

施工場所 
港北区高田町１７７４番地

工事概要 

耐震補強工（鉄骨枠付Ｋ型ブレース設置工３７か所、耐震スリット設置工９７か所、ＲＣ
壁補強工６か所、鋼板巻柱補強工１か所）、ＥＸＰ．Ｊ改修工４か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ９月２８日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００３８

工事件名 
高田小学校耐震補強その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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。 



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

78 

 

契約番号 １２７１０１００３９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ケ峯小学校耐震補強・給食室改修その他工事（建築工事）

施工場所 
旭区鶴ケ峰一丁目４２番地

工事概要 

耐震補強工（Ｋ型鉄骨ブレース設置工７か所、耐震スリット設置工６か所、開口閉塞工１
か所）、給食室改修工（ＲＣ造、延床面積３１４．５５ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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、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。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００３９

工事件名 
鶴ケ峯小学校耐震補強・給食室改修その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００４１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
生麦中学校耐震補強その他工事

施工場所 
鶴見区岸谷二丁目１番１号

工事概要 

耐震補強工（鉄骨枠付Ｋ型ブレース設置工１７か所、耐震スリット設置工１０か所、屋外
階段袖壁立ち上がり一部撤去工１か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年１０月３１日まで

予定価格 ７５，７３０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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、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）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４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 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００４１

工事件名 
生麦中学校耐震補強その他工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）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 １２７１０１００４５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
洋光台第一中学校屋内運動場改修・耐震補強その他工事（建築工事） 

施工場所 
磯子区洋光台二丁目５番１号

工事概要 

屋内運動場改修工（延床面積７４８．８５ｍ２、内部全面改修工一式、外壁全面改修工一
式、屋根全面改修工一式）、耐震補強工（鉄骨枠付Ｋ型ブレース設置工１３か所、ＲＣ壁 
増設補強工６か所、ＲＣ壁増打ち補強工３か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月 １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・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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）（５）入札参加資格その他（１）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２４年 ５月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月３０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 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１００４５

工事件名 
洋光台第一中学校屋内運動場改修・耐震補強その他工事（建築工事） 

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）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２２年度優良工事請負業者表彰名簿又は平成２３年度優良工事請負業者表彰 
   名簿のいずれかにおいて建築部門に登載されていること。 
  イ 平成２２年４月１日から平成２４年３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８０点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
（４）入札参加資格その他（１）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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １２７１０１０１１３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中田中学校ほか４校空調設備設置その他工事（電気設備工事）

施工場所 
泉区中田北二丁目２０番１号ほか４か所

工事概要 

電気設備工（中田中学校（一般教室１５室、個別支援学級４室）、上飯田小学校（一般教
室１８室、個別支援学級３室）、東中田小学校（一般教室１８室、個別支援学級３室）、 
下和泉小学校（一般教室１８室、個別支援学級３室）、泉が丘中学校（一般教室１５室、 
個別支援学級２室）） 

工期 契約締結の日から平成２５年 １月３１日まで

予定価格 １９，８８０，０００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 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、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあるこ 
  と。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載
した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配 
置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４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 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２７１０１０１１３

工事件名 
中田中学校ほか４校空調設備設置その他工事（電気設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（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（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第170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24年５月８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 

    特Ａ重油 約60,000リットルほかの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年７月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センターほか３か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

  ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

特Ａ重油 約60,000リットルほかの購入 

平成24年８月 

  イ 初の契約に係る入札公告日 

    平成24年２月７日 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成24年５月17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24年５月17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 
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横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)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24年５月31日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号 

    横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター 

電話 045 (572) 2281（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成24年６月19日午後１時50分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月19日午後１時50分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

88 

 

(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: Purchase of approx. 60,000 l of Low Sulfur A Fuel Oil 

used for an emergency Diesel engine generator etc. 

(2) Deadline for the tender: １:50 p.m., 19 June, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第171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24年５月８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 

    特Ａ重油 約66,000リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年７月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センターほか２か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

  ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

特Ａ重油 約72,000リットルの購入 

平成24年８月 

  イ 初の契約に係る入札公告日 

    平成24年２月７日 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成24年５月17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24年５月17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 
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横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)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24年５月31日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒221-0036 神奈川区千若町1丁目1番地 

    横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センター 

電話 045 (453) 2641(直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成24年６月19日午後１時50分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月19日午後１時50分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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: Purchase of approx. 66,000 l of Low Sulfur A Fuel Oil 

used for an emergency Diesel engine generator 

(2) Deadline for the tender: １:50 p.m., 19 June, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第172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24年５月８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 

    白灯油 約162,000リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年７月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

横浜市環境創造局磯子ポンプ場ほか１か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

  ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

白灯油 約156,000リットルの購入 

平成24年８月 

  イ 初の契約に係る入札公告日 

    平成24年２月７日 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成24年５月17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24年５月17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 
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横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)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24年５月31日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒235-0017 磯子区新磯子町39番地 

    横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター 

電話 045 (761) 5251（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成24年６月19日午後１時30分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月19日午後１時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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: Purchase of approx. 162,000 l of kerosene oil used for a 

gas turbine engine 

(2) Deadline for the tender: １:30 p.m., 19 June, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第173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24年５月８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 

    白灯油 約90,000リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年７月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

戸塚区鳥が丘10番地５ 

横浜市戸塚斎場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

  ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

白灯油 約90,000リットルの購入 

平成24年８月 

  イ 初の契約に係る入札公告日 

    平成24年２月７日 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成24年５月17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24年５月17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 
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)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24年５月31日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒244-0001 戸塚区鳥が丘10番地５ 

    横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課戸塚斎場 

電話 045 (864)7001（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成24年６月19日午後１時30分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月19日午後１時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
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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: Purchase of approx. 90,000 l of kerosene oil used for a 

gas turbine engine 

(2) Deadline for the tender: １:30 p.m., 19 June, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第174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24年５月８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 

    白灯油 約466,000リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年７月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

保土ケ谷区狩場町355番地 

横浜市資源循環局保土ケ谷工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

  ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

白灯油 約334,000リットルの購入 

平成24年８月 

  イ 初の契約に係る入札公告日 

平成24年２月７日 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成24年５月17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24年５月17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 
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)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24年５月31日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-0025 保土ケ谷区狩場町355番地 

    横浜市資源循環局適正処理計画部旭工場保土ケ谷工場担当 

電話 045 (742)3711（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成24年６月19日午後１時30分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月19日午後１時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
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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: Purchase of approx. 466,000 l of kerosene oil used for a 

gas turbine engine 

(2) Deadline for the tender: １:30 p.m., 19 June, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第175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24年５月８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 

デジタル簡易無線機 950式の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成24年９月28日 

 (4) 納入場所 

横浜市鶴見消防署ほか17か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる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「電気機械類」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年５月17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24年５月17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） 

稲葉 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。 
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(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24年５月31日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部総務課 

電話 045(334)6514（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成24年６月19日午前10時45分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月19日午前10時45分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
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日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of 950 sets of Digital Convenience Radio 

Equipment For Simplified Service 

(2) Deadline for the tender: 10:45 a.m. 19, June, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第176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24年５月８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 

新国民年金システム機器 一式の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成24年度分） 

   平成24年10月１日から平成25年３月31日まで 

   イ 総借入期間 

 平成24年10月１日から平成29年９月30日まで 

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

 (4) 借入場所 

横浜市中区福祉保健センター保険年金課ほか17か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成24年５月17日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

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

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

      平成24年５月17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） 

      横内 電話 045 (671) 2248（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該
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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24年６月11日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課（関内駅前第二ビル３階） 

電話 045(671)2418（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成24年６月19日午前10時10分 

(ｲ)  入札場所  

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2)  開札予定日時 

平成24年６月19日午前10時10分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 
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12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

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

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

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Lease of a set of national pension system 

equipment 

(2) Deadline for the tender: 10:10 a.m.,19 June,2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第177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24年５月８日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項                                     

(2) 件名及び数量 

ア 平成24年度小学校教育用コンピュータ 一式の借入 

イ 平成24年度中学校教育用コンピュータ 一式の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

第１号ア及びイに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 
 ア 借入期間（平成24年度分） 

   平成24年９月１日から平成25年３月31日まで 

   イ 総借入期間 

 平成24年９月１日から平成29年８月31日まで 

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

 (4) 借入場所 

第１号ア及びイに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 
ア 横浜市立市場小学校ほか84か所（詳細は、入札説明書による。） 

イ 横浜市立寺尾中学校ほか31か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

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

賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成24年５月17日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

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

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

      平成24年５月17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 
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      〒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） 

      横内 電話 045 (671) 2248（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成24年６月11日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局指導部指導企画課（共立関内ビル６階） 

電話 045(671)3777（直通） 

７ 入札及び開札 

    第１項第１号ア及びイに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

(3) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成24年６月19日午前９時30分 

(ﾛ)  入札場所  

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(4)  開札予定日時 

平成24年６月19日午前９時30分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 
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   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

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

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

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

①Lease of 1 set of Computer Terminals used for elementary school education 

②Lease of 1 set of Computer Terminals used for junior high school education  

(2) Deadline for the tender: 9:30 a.m.,19 June,2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第178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24年５月８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                                     

(3) 件名及び数量 

横浜市立図書館情報システム機器 一式の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成24年度分） 

   平成25年１月１日から平成25年３月31日まで 

   イ 総借入期間 

 平成25年１月１日から平成29年12月31日まで 

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

 (4) 借入場所 

横浜市中央図書館ほか20か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成24年５月17日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

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

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

      平成24年５月17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） 

      横内 電話 045 (671) 2248（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

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

  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成24年６月11日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒220-0032 西区老松町１番地 

横浜市教育員会事務局中央図書館企画運営課 

電話 045(262)7334（直通） 

７ 入札及び開札 

(5) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成24年６月19日午前10時 

(ﾊ)  入札場所  

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(6)  開札予定日時 

平成24年６月19日午前10時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第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 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 
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12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

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

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

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(4) Subject matter of the contract: Lease of a set of Yokohama city library information system 

apparatus 

(5) Deadline for the tender: 10:00 a.m.,19 June,2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第179号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「原動機付自転車等標識（ナンバープレート） 45,400枚（概算）」ほか31件の契約につ

いて、一般競争入札を行う。 

平成24年５月８日 

契約事務受任者       

横浜市財政局長 柏 崎   誠  

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

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

２項の規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を

有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登載されている者である

こと。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横浜市

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

ろによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（

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

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）において、電子入札システ

ムにより入札書を提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

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

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

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

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

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

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 
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(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

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

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

る。 

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

。 

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

。 

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

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

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

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

めない。 

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

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

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
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の手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条

第４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23

条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争

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

要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １２０３０２００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
原動機付自転車等標識（ナンバープレート） ４５，４００枚（概算） 

納入／履行場所 
鶴見区税務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 看板・プレート 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること 

２．次のいずれかに該当する者であること 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時０５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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２０３０２００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
定期催告書用用紙 ６１２，２００枚の印刷 

納入／履行場所 
委託業者（神奈川県愛甲郡愛川町中津）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年１１月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務に必要な資機材を保有していること。 

③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２０３０２００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
定期催告書用封筒 ６７１，２００枚の印刷 

納入／履行場所 
委託業者（神奈川県愛甲郡愛川町中津）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年１１月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務に必要な資機材（印刷機等）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であること。 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０２００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン（エプソン） １８台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
青葉区青葉土木事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

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

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

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

接行う（随時）。 

発注担当課 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 １２１２０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市計画道路鴨居上飯田線（本宿・二俣川地区）ほか２路線事業用地除草業務委託 

納入／履行場所 
旭区本宿町９２番地先からさちが丘１３０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２５年 ３月１８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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 道路局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１４０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部地区ふ頭用地緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
中区本牧ふ頭地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 港湾局管財第一課 

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44号 平成24年５月８日発行 

122 

 

契約番号 １２２１０３０２１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園立哨及び巡回警備委託 

納入／履行場所 
山下公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ６月 ９日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９年４月１日以降に元請として１ 

０か月以上継続して履行した実績を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １０回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ステンレス ６．３トンほかの売払 

納入／履行場所 
環境創造局都筑水再生センター 

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：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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 環境創造局都筑水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３０１０１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場空気調和設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年１２月２１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １２２２０３０１０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２７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 建物管理 

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 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ７回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５００６５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
工事に伴う解体廃材（鋼材、ワイヤー）ほか １０トンの売払 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から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：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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 １２２３０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
建築局公共建築部事務室移転業務委託 

納入／履行場所 
中区相生町３丁目５６番地の１ ＪＮビルほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ７月 ７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 建築局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２５０２００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
コピー用再生紙 １，１００箱（概算） 

納入／履行場所 
総務局総務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５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 用紙類 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 総務局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２５０２００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
５連×２列移動式書庫（新古品可） １式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
総務局労務課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

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

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

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

接行う（随時）。 

発注担当課 総務局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０２０１１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
予防接種予診票綴り ４９，５００冊の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局健康安全課ほか 

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 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録のあること。②当該業務に必要な資機材（印刷機等 

）を保有していること。③当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局健康安全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０２０１１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「横浜市食育推進計画」概要版リーフレット ４０，０００部の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②Ａ１判以上の４色以上の印刷を可能とする印刷機を保有していること。 

③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

①設備等一覧表  

②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し  

③納入（製造）実績調書  

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 

見本は開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０２０１１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
流せる紙製猫砂 ４００箱（概算）ほか 

納入／履行場所 
健康福祉局動物愛護センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５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 動物・飼料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に登録があること。 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １１回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局動物愛護センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０２０１１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ペットシーツ（第一衛材） ２１０箱（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
健康福祉局動物愛護センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５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 動物・飼料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に登録があること。 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １１回以内 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 健康福祉局動物愛護センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
中区中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２５年 ３月２９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 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３８０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
旭区旭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２５年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 旭区旭土木事務所 

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44号 平成24年５月８日発行 

136 

 

契約番号 １２３８０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
左近山保育園他８園の定期清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市左近山保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ６月 １日から平成２５年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 旭区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４００３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢さくら保育園 外５園の定期清掃 

納入／履行場所 
横浜市金沢さくら保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ６月 １日から平成２５年 ２月２８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 建物管理 

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 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 金沢区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４１０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内河川水路維持管理委託 

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２５年 ３月２９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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １２４３０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
青葉区青葉土木事務所管内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４５０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚土木管内河川水路維持管理委託（その１） 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚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１２月１４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 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４７０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
泉区泉土木事務所管内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２９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 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５５０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
燃料輸送車 １台 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ２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 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 消防局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５５０２００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バルーン投光器 ８１台 

納入／履行場所 
横浜市鶴見消防署ほか 

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 消防・防災・防犯用品 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 消防局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５５０２００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
空気呼吸器（陽圧型） ５１基 

納入／履行場所 
消防局警防課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ７月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 消防・防災・防犯用品 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 消防局警防課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５５０２００５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高圧ガス容器（エア・ウォーター防災） １０２本 同等品可 

納入／履行場所 
消防局警防課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ７月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 消防・防災・防犯用品 

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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同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 消防局警防課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２７１０３０１０８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食グリストラップ汚泥の処理委託（その１） 

納入／履行場所 
受託者処理施設（横浜市内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ７月１７日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業（汚泥、廃油）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２７１０３０１０９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食グリストラップ汚泥の処理委託（その２） 

納入／履行場所 
受託者処理施設（横浜市内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ７月１７日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

⑤産業廃棄物処分業（汚泥、廃油）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 
 
  



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

148 

 

 

横浜市調達公告第 180 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 24 年５月８日 

                                契約事務受任者 

    横浜市総務局長 渡 辺 巧 教 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 平成 24 年度ヘ

ルプデスク業

務委託 一式 

総務局ＩＴ活

用推進部ＩＴ

活用推進課 

中区港町１丁

目１番地 

平成24

年２月

28日 

株式会社エス・エ

フ・シー 

中区日本大通 11 番

地 

円

22,562,400

一 般 競

争入札 

平成 24

年 １ 月

17 日 

－ 

２ 庶務事務シス

テム機器等保

守 業 務 委 託

一式 

総務局ＩＴ活

用推進部総務

情報支援課 

中区港町１丁

目１番地 

平成24

年４月

１日 

株式会社日立製作

所横浜支社 

西区高島二丁目６

番 32 号 

68,181,750

随 意 契

約 

－ 政 府 調

達 に 関

す る 協

定 （ 平

成 ７ 年

条約第23

号）第15

条 第 １

項

（ｄ） 

３ 新人事給与シ

ステムに関す

るソフトウェ

ア保守（プロ

グ ラ ム 変 更

等）業務委託

（上半期分）

一式  

同 同 富 士 通 株 式 会 社

神奈川支社 

西区みなとみらい

二丁目２番１号 

32,508,483

同 － 同 

４ 新人事給与シ

ステム運用管

理 業 務 委 託

一式 

同 同 同 

35,161,560

同 － 同 

５ 職員認証シス

テム保守運用

支援業務委託

一式 

同 同 同 

39,669,168

同 － 同 
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横浜市調達公告第 181 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 24 年５月８日 

契約事務受任者 

横浜市こども青少年局長 鯉 渕 信 也 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 母子保健シス

テム開発業務

委託 一式 

こども青少年

局こども家庭

課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 24

年 ３ 月

22 日 

株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・データ 

東京都江東区豊洲

３丁目３番３号 

円

60,690,000

一 般 競

争入札 

平成 24

年 １ 月

31 日 

― 
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水道局調達公告第 70 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、「すみれが丘ほか５か所口径 75ｍｍから 200ｍｍ配水管布設替工事（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24年５月８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。 

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。 

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。 

(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。 

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、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 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、６(5) に定める書類の提出をしない場合 

(8) 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。 

(9) (8)の適格性の審査にあたり、工事請負契約約款第 11 条第２項で定める現場代理人については、工事

現場に常駐するものとする。この要件を満たさない者は、競争入札取扱要綱第 25 条第 1項第８号に該

当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

ただし、横浜市が特に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める。この場合の現

場代理人の兼任を認める要件は、次のアからウまでの要件をすべて満たすものとする。 

ア 同一工事監督課の工事であること。 

イ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500 万円未満であり、工事件名又は施工場

所に「管内」と記載がある等、施工場所が特定されていないもの（以下「管内もの」という。）同

士の組み合わせであること。 

(ｲ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000 万円未満の、施工場所が特定されてい

る工事（以下「一本もの」という。）同士の組み合わせであること。  
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 (ｳ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500 万円未満の管内もの及び予定価格（

消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000 万円未満の一本ものの組み合わせであること。 

ウ 兼任できる工事は２件までとする。 

なお、工事現場への出動体制について定めがある工事、緊急性のある工事（応急修理工事等）及び

設計変更により 2,500 万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上となった工事は兼任でき

ないものとする。 

(10) (8)の適格性の審査にあたり、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。 

(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）、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。 

 

  



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

154 

 

契約番号 １２５２０１０１６４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
すみれが丘ほか５か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事（その２） 

施工場所 
都筑区すみれが丘３８番地１７地先から３８番地２５地先までほか５か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝５４１ｍ）、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２２０日間

予定価格 ６２，５９０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）から（３）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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内 
  又は都筑区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２５２０１０１６４

工事件名 
すみれが丘ほか５か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、入札ボンド試行対象工事である。詳細は公告本文２、３（１）及び５ 
 （３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を 
  参照）。 
（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（１０）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。 
 



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

156 

 

契約番号 １２５２０１０１６５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
すみれが丘ほか５か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事（その１） 

施工場所 
都筑区すみれが丘３１番地１９地先から４２番地５地先までほか５か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝３９４ｍ）、給水管取付替工
一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１８０日間

予定価格 ５０，１９０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内 
  又は都筑区内のいずれかにあること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

157 

 

契約番号 １２５２０１０１６５

工事件名 
すみれが丘ほか５か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、入札ボンド試行対象工事である。詳細は公告本文２、３（１）及び５ 
 （３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を 
  参照）。 
（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（１０）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 １２５２０１０１６６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金が谷二丁目ほか１２か所口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
旭区金が谷二丁目２１番８号地先から２１番１２号地先までほか１２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝１，２２２ｍ）、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２３５日間

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（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、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）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２５２０１０１６６

工事件名 
金が谷二丁目ほか１２か所口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、入札ボンド試行対象工事である。詳細は公告本文２、３（１）及び５ 
 （３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を 
  参照）。 
（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（１０）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 １２５２０１０１６７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日野八丁目ほか５か所口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区日野八丁目１５番９号地先から１９番７号地先までほか５か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝８３５ｍ）、給水管取付替工
一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２２５日間

予定価格 ８０，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（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、保土ケ谷区内、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）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２５２０１０１６７

工事件名 
日野八丁目ほか５か所口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は、入札ボンド試行対象工事である。詳細は公告本文２、３（１）及び５ 
 （３）、並びに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２４年５月２１日 午前９時から 
   平成２４年５月２３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２４年５月２４日から 
   平成２４年６月１４日までを含んだ日 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を 
  参照）。 
（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（１０）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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水道局調達公告第71号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「霧が丘四丁目ほか８か所口径75ｍｍ配水管布設替工事」について、一般競争入札を行う。 

平成24年５月８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。 

(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 
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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 

(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。 
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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。 

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。 

(9) (8)の適格性の審査にあたり、工事請負契約約款第11条第２項で定める現場代理人については、工事

現場に常駐するものとする。この要件を満たさない者は、競争入札取扱要綱第25条第1項第８号に該当

し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

ただし、横浜市が特に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める。この場合の現

場代理人の兼任を認める要件は、次のアからウまでの要件をすべて満たすものとする。 

ア 同一工事監督課の工事であること。 

 イ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満であり、工事件名又は施工場

所に「管内」と記載がある等、施工場所が特定されていないもの（以下「管内もの」という。）同

士の組み合わせであること。 

(ｲ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の、施工場所が特定されてい

る工事（以下「一本もの」という。）同士の組み合わせであること。 

(ｳ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満の管内もの及び予定価格（消

費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の一本ものの組み合わせであること。 

ウ 兼任できる工事は２件までとする。 

なお、工事現場への出動体制について定めがある工事、緊急性のある工事（応急修理工事等）及び

設計変更により2,500万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上となった工事は兼任できな

いものとする。 

 (10) (8)の適格性の審査にあたり、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
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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 １２５２０１０１７０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
霧が丘四丁目ほか８か所口径７５ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
緑区霧が丘四丁目２３番地１３地先から２４番地１地先までほか８か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ、Ｌ＝１，０６５ｍ）、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１９５日間

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康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） 

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

入札期間 
平成２４年 ５月２１日（月）午前 ９時００分から
平成２４年 ５月２３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２４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 

※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 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２５２０１０１７０

工事件名 
霧が丘四丁目ほか８か所口径７５ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０）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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水道局調達公告第72号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「軽貨物自動車（ワンボックス）（ホンダ、日産又は三菱） ２台 同等品可」ほか３件

の契約について、一般競争入札を行う。 

平成24年５月８日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成  

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する

横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項

の規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有す

る者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登載されている者である

こと。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、

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

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（

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

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）において、電子入札システ

ムにより入札書を提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

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

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

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

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

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
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(1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

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

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

る。 

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

。 

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

。 

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

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

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

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

めない。 

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

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
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課へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出され

ない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イ

の手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条

第４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23

条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関す

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

参加者要領等に定めるところによるものとする。 

 

  



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

171 

 

契約番号 １２５２０２０１８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽貨物自動車（ワンボックス）（ホンダ、日産又は三菱） ２台 同等品可 

納入／履行場所 
水道局南部第二給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

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

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

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

接行う（随時）。 

発注担当課 水道局南部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０２０１９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
トナーカートリッジ ＣＬ１１１ＹＧ（富士通コワーコ） ５箱ほか 製品指定 

納入／履行場所 
水道局給水課管路情報係 

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 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局給水課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
不用普通貨物車（トヨエースキャブオーバー２６９０ｃｃ） １台の売払 

納入／履行場所 
水道局磯子・金沢地域サービスセンター 

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 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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 水道局磯子・金沢地域サービスセンター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）軽自動車６６０ＣＣ １台の売払 

納入／履行場所 
水道局緑・青葉地域サービスセンター 

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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

③古物営業の許可を受けている者。 

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

。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２２日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 水道局緑・青葉地域サービスセンター 

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35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24年５月８日 

   横浜市交通事業管理者 

                                   交通局長 二 見 良 之 
１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

大型観光バス １台の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成24年12月31日（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 納入場所 

横浜市保土ケ谷区川辺町４番地２ 

交通局自動車本部保土ケ谷営業所 

 (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号に掲げる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) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。）第２条にお

い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。以下「契約規則」という。）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「自動車」に登録

が認められている者であること。 

(3) 平成24年５月17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24年５月17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） 

高橋 電話 045(671)2248（直通） 

交 通 局 
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４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、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24年５月31日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町1丁目１番地 

横浜市交通局自動車本部運輸課（関内中央ビル９階） 

電話 045(671)3198（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年６月14日から平成24年６月18日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   平成24年６月19日午後２時30分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月18日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月19日午後２時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第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 

契約規程第２条において準用する契約規則第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。 
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(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of 1 large coach 

(2) Deadline for the tender: 2:30 p.m., 19 June, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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交通局調達公告第 36 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 24 年５月８日 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

１ 競争入札に付する事項  

(1) 件名及び数量  

ア  軽油（７月～９月分）第１ブロック 約1,324キロリットルの購入 

イ 軽油（７月～９月分）第２ブロック 約1,224キロリットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成24年７月１日から平成24年９月30日まで 

(4) 納入場所 

第１号ア及びイ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  交通局保土ケ谷営業所ほか３か所 

イ 交通局浅間町営業所ほか３か所 

(5) 納入方法 

  入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

(ｱ) 軽油（10月～12月分） 約2,230キロリットルの購入 

平成24年８月頃 

(ｲ) 軽油（１月～３月分） 約2,203キロリットルの購入 

平成24年11月頃 

  イ 初の契約に係る入札公告日 

    平成24年１月31日 

(7) 入札方法 

第１号アに掲げる物品については第１号ア及び本号アに掲げる概算数量の合算額をもって、第１号イ

に掲げる物品については第１号イ及び本号イに掲げる概算数量の合算額をもって、それぞれ合併入札に

より、１キロリットル（1,000リットル）当たりの単価により行う（詳細は、入札説明書による。）。 

ア  軽油（７月～９月分）第１ブロック 約316キロリットルの購入（緑営業所分） 

イ 軽油（７月～９月分）第２ブロック 約269キロリットルの購入（磯子営業所分） 

本号ア及びイについては、横浜交通開発株式会社との契約となる。 

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) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。）第２条にお

い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。以下「契約規則」という。）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

認められている者であること。 

(3) 平成24年５月18日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該物品に係る軽油元売業者の供給保証を受けた者 

(5）当該物品供給と同等の供給実績を有する者 

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

手続きを行うものを含む。）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 
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平成24年５月18日（ただし、供給保証書及び納入実績調書は平成24年５月25日）午後５時まで 

(2) 提出書類及び提出部課 

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 

横浜市交通局総務部経営企画課契約係（関内中央ビル９階） 

長岡 電話 045(671)3171（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の入札参加資格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、第３項第３号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで

閲覧に供する。 

６  入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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

及び午後１時から午後５時まで）の間において第３項第３号に掲げる部課で貸出しを行う。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札日時等 

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

  ア 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

 平成24年６月21日午後２時 

   (ｲ) 入札場所 

 横浜市交通局濱風会議室（関内中央ビル９階） 

  イ 郵送による入札書の提出 

平成24年６月20日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年６月21日午後２時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第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ついて虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

契約規程第２条において準用する契約規則第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 

１箇月間の納入分について、納品検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他  

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 
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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. 1,324kl of gas oil 

② Purchase of approx. 1,224kl of gas oil 

(2) Date of tender: 2:00 p.m., 21 June, 2012 

(3) Contact point for the notice: Management Planning Division, Transportation Bureau, City o

f Yokohama, 1-1 Minato-Cho, Naka-Ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)3171 

  



横浜市報調達公告版 

第44号 平成24年５月８日発行 

181 

 

 

交通局調達公告第37号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「ドライブレコーダー用ＣＣＤカメラ（取付ステー付き）（クラリオン） 678台ほか 同

等品可」ほか１件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成24年５月８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。 

(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。 
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(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。 

(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
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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 １２５３０２０１５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ドライブレコーダー用ＣＣＤカメラ（取付ステー付き）（クラリオン） ６７８台ほか 同等

品可 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年１２月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車部品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．市内事業者については、上記の営業種目に登録があること。準市内業者及び市外業者 

については、上記の営業種目に第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２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ７回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

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

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

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

接行う（随時）。 

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０２０１６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軌道検測車 １台 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から５１０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電車用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ５月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ５月２１日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 交通局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第 38 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 24 年５月８日 

                                   横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契約

の相手方の氏名又は

名称及び住所又は所

在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 軽油（４月～

６月分）第１

ブロック 約

1,164 キロリッ

トルの購入 

交通局総務部

経営企画課 

中区港町１丁

目１番地 

平 成 24

年 ４ 月

１日 

株式会社サンオータ

ス 

港北区新横浜二丁目

４番地15 

円

130,031,604

随 意 契

約 

平 成 24

年 １ 月

31日 

政 府 調

達 に 関

す る 協

定 （ 平

成 ７ 年

条 約 第

23 号）

第 15 条

第 １ 項

（ａ） 

２ 軽油（４月～

６月分）第２

ブロック 約

1,118 キロリッ

トルの購入 

同 同 昭和礦油株式会社横

浜支店 

中区扇町４丁目 12

番地１ 

125,091,287

同 同 同 

 

 

 


