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調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第87号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「本町小学校増築その他工事（建築工事）」について、一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

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

ていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市請負工

事等総合評価落札方式実施要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）（以下「運用基準」という

。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

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

ころにより、技術資料を財政局契約第一課へ提出すること。 

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

 (2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第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、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、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（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）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で、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

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

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

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

望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 
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(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

行った入札 

(4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は３(4) の定めに従わない入札 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 

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

６ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

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

価値を算出する。 

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

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

評価値を入札参加者に通知する。 

ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

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

目の 低要求要件をすべて満たしていること。 

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

。 

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

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

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

うち、次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

(4) 失格基準に該当した者を除き、評価値の同じ落札予定者が２者以上あるときは、当該落札予定者にく

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

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

るものとする。 

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

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

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

参加者にその旨を通知する。 

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

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

者を新たに落札予定者とし、（5）の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様

の手続を繰り返す。 

(7) (5）の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札予定者は、工事ごとに定める提出書類等を、別に
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指定した日時までに財政局契約第一課へ提出し、また確認のための指示に従わなければならない。指定

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

格を満たす者でないとし、（6）イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札予定者に通知する。 

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

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

おり、低入札要綱に定める調査を行う。 

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

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

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

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

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

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

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

落札予定者を落札者としないものとする。 

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

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

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

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

別に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出すること。 

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

。 

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

のとする。 

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

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

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

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

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

評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

までの規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(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以内の額を支払う。更に公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定す

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

る場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の1 0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) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当

該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

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

額は、契約金額の100分の30以上とする。 

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

約を締結した会計年度において、契約金額の1 0分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とあ
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る場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の1 0分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払

う。なお、公共工事の前払金に関する規則第２条第２項に規定する前払金(中間前払金)は支払わない 

(3) 契約金額にかかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

(4) 契約金額にかかわらず、横浜市請負工事検査事務取扱要綱第８条第２項各号に定める工種を主たる工

種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 

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

10 その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

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

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

(6) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）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、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

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

とする。 

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

置要綱第２条の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札予定者となった者が、６(7) に定める書類の提出をしない場合 

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

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

を除く。） 

(10) ６(5) の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項

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

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

(11) (10)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、現場代理人の他の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。 

(12) (10)の適格性の審査にあたり、開札日において、平成25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果（

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。 

(13) 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。 

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

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

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 １３７１０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本町小学校増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
中区花咲町３丁目８６番地 

工事概要 

校舎棟増築工（ＲＣ造、地上３階建、延床面積１，５６１．７１ｍ２）、給食室改修工一 
式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月１４日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５年 ４月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月２４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 １３７１０１００６６ 

工事件名 
本町小学校増築その他工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 

資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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 
  せることができない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（１１）を 
  参照）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文１０（１２）を参照）。 
（５）本件工事は総合評価落札方式（簡易型）対象工事である。詳細は、本件工事の総合 
  評価落札方式実施要領書に定めるところによる。総合評価落札方式実施要領書は、横 
  浜市のホームページからダウンロードすること。 
  ・技術資料に関する質問提出期限：平成２５年３月２２日 
  ・技術資料の受付期間：平成２５年４月８日から平成２５年４月１０日 
  ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２５年５月７日頃 
（６）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第88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、「県道川崎町田ほか１路線（鶴見区駒岡二丁目）舗装補修工事」ほか２件の工事について、

一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26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）（以下「運用基準」という。）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) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第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、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、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（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）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で、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に
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１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

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

望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(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) 4(4)に定める工事費内訳書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

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
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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) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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、運用基準第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、現場代理人の他の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25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果（変
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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、運用基準、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 １３３１０１００１０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道川崎町田ほか１路線（鶴見区駒岡二丁目）舗装補修工事

施工場所 
鶴見区駒岡二丁目１４番地先から駒岡四丁目２３番地先まで

工事概要 

排水性アスファルト舗装工２，１３６ｍ２、ねじれ抵抗性舗装工１，９３９ｍ２、舗装の
敷均し転圧工１，６６８ｍ２、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ８月３０日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 横浜型地域貢献企業として認定されている者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８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。 

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）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５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 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６６９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３３１０１００１０

工事件名 
県道川崎町田ほか１路線（鶴見区駒岡二丁目）舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 

資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、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。 
（６）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２５年４月２日 午前９時から 
   平成２５年４月４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２５年４月５日から 
   平成２５年４月２６日までを含んだ日 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

15 

 

契約番号 １３３４０１０００９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区扇町地内舗装補修工事

施工場所 
中区扇町１丁目２番地先から長者町１丁目４番地先まで

工事概要 

排水性アスファルト舗装工４，２５１ｍ２、ねじれ抵抗改善型排水性舗装工２，４０４ｍ
２、区画線設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３３４０１０００９

工事件名 
中区扇町地内舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 

資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１１）を参照）。 
（５）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２５年４月２日 午前９時から 
   平成２５年４月４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２５年４月５日から 
   平成２５年４月２６日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３４３０１００１７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区奈良町地内ほか２か所舗装補修工事（その２）

施工場所 
青葉区奈良町１８４３番７地先から緑山２３００番地先までほか２か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，２４２ｍ２、舗装打換工２，７６４ｍ２、区画線設置工一式 ほ
か 

工期 契約締結の日から１１０日間

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５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 １３４３０１００１７

工事件名 
青葉区奈良町地内ほか２か所舗装補修工事（その２）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 

資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１１）を参照）。 
（５）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２５年４月２日 午前９時から 
   平成２５年４月４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２５年４月５日から 
   平成２５年４月２６日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第89号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「平成24年度奈良川改修工事」ほか23件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26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）（以下「運用基準」という。）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(12)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) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第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、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、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（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）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で、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

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

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

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

望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(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。 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

20 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) ３(4)に定める工事費内訳書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。 

(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
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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) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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、運用基準第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、現場代理人の他の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25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果（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



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

22 

 

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、運用基準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 １３１２０１００１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２４年度奈良川改修工事

施工場所 
青葉区奈良町３３７番地から恩田町２０９３番５地先まで

工事概要 

車道舗装工１，０７９ｍ２、歩道舗装工１８５ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月１４日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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） 
 
なお、配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書については、契約番号１３１２０１０ 
０１２番及び１３１２０１００１３番の工事件名を併記すること。 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３１２０１００１２

工事件名 
平成２４年度奈良川改修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１３１２０１００１３番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号１３１２０１００１２番及び１３１２０１００１３ 
  番の合計金額を契約番号１３１２０１００１２番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より本件合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、本件合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は合併入札を行うため、入札は、契約番号１３１２０１００１２番の工事 
  に対して行い、金額は本件合併入札に係るすべての工事の合計金額を記載すること。 
（３）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（４）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、本件合併入札に係るすべての工事 
  について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書 
  提出の際に添付すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（５）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 
  せることができない者は、本件合併入札に係る工事の契約を締結できない（公告本文 
  ８（１０）を参照）。 
（６）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件 
  工事と同工種の元請 高請負実績額が本件合併入札に係るすべての工事費の合計の６ 
  割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件合併入札に係るすべての工事費の合計 
  の８割に満たない者は、本件合併入札に係る工事の契約を締結できない（公告本文８ 
  （１１）を参照）。 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３１２０１００１３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２５年度奈良川改修工事

施工場所 
青葉区恩田町２１２１番地先

工事概要 

アスファルト舗装工５９ｍ２、旧橋撤去工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月１４日まで

予定価格 ――――――――――――

調査基準価格 ――――――――――――

低制限価格 ――――――――――――

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１３１２０１００１２番に記載する。

その他 

契約番号１３１２０１００１２番に記載する。

提出書類 

契約番号１３１２０１００１２番に記載する。

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

入札期間 
平成２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

本件工事は契約番号１３１２０１００１２番の工事と合併入札を行う。 
なお、その他の注意事項については、契約番号１３１２０１００１２番に記載する。 

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３１４０１００１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その２９・床掘工）

施工場所 
中区南本牧４番の１地先公有水面

工事概要 

グラブ床掘工（グラブ床掘６９，５７３ｍ３、土運船運搬６９，５７３ｍ３）、グラブし
ゅんせつ工（グラブしゅんせつ４，８２５ｍ３、土運船運搬４，８２５ｍ３） 

工期 契約締結の日から平成２５年 ７月１９日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 -

登録細目 【港湾：しゅんせつ工事】

所在地区分 市内 

技術者 

しゅんせつ工事業に係る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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３１４０１００１２

工事件名 
南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その２９・床掘工）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
    資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００２８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
こども自然公園施設改良工事

施工場所 
旭区大池町６５番地１

工事概要 

低耐荷オーガ推進工（Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝１２ｍ）、塩ビ管布設工（Φ６００ｍｍ、Ｌ＝
２４．３ｍ）、雨水桝工４か所 

工期 契約締結の日から平成２５年 ８月 ２日まで

予定価格 １７，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期
間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事して
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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００２８

工事件名 
こども自然公園施設改良工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
    資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が、本件工事費の６割に満たず、かつ、下請  
  高請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない  
  （公告本文８（１１）を参照）。 
（５）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を 
  指定。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００３３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野毛山公園一部整備工事（配水池地区その７）

施工場所 
西区老松町６３番地１０

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、植栽工 ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００３３

工事件名 
野毛山公園一部整備工事（配水池地区その７）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
    資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００７７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野毛山公園斜張橋長寿命化工事

施工場所 
西区老松町６３番地１０

工事概要 

ケーブル取替工４本、塗装塗替工一式、仮設工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 １月３１日まで

予定価格 ７２，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 -

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】

所在地区分 市内、準市内又は市外

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１０年４月１日以降に完成した、斜張橋の架設又は斜張橋のケーブル取替工の 
  元請としての施工実績を有すること。なお、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、形式及び工事概要を記入し、併 
せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－４１２６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００７７

工事件名 
野毛山公園斜張橋長寿命化工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００７９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター汚泥調整槽（Ｎｏ．１０、２０）防食整備工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地８

工事概要 

コンクリート防食工一式

工期 契約締結の日から平成２６年 １月３１日まで

予定価格 ４２，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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１０年４月１日以降に完成した、コンクリート防食工（下水道施設に限る。） 
  を含む工事の元請としての施工実績を有すること。なお、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）主任技術者を配置
する場合は、（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証 
明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し及び監 
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（工事内容欄に施設名称及び工事概要を記入し、併せて、その実績を証明する契 
約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。）   

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

入札期間 
平成２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００７９

工事件名 
北部第二水再生センター汚泥調整槽（Ｎｏ．１０、２０）防食整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）特記仕様書において、専門技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００８０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センター水処理施設（Ａ系列）覆蓋等整備工事（その３） 

施工場所 
中区本牧十二天１番１号

工事概要 

覆蓋工一式、コンクリート防食工一式

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月１４日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００８０

工事件名 
中部水再生センター水処理施設（Ａ系列）覆蓋等整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内又は港北 
  区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「土木」に係る 
   発注者別評価点（主観点）が５５点以上の者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「土木」 
  に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査事 
  務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病院経 
  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。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）イについては、当該条件に定める期間のうち、直近で完 
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（６）特記仕様書において、専門技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００８１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部水再生センター水処理施設（Ｂ系列）等耐震補強工事

施工場所 
中区本牧十二天１番１号

工事概要 

耐震補強工一式 

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月３１日まで

予定価格 ８３，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内又は港北 
  区内のいずれかにあること。 
（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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００８１

工事件名 
中部水再生センター水処理施設（Ｂ系列）等耐震補強工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００８２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第一水再生センター水処理施設（第３系列）覆蓋等整備工事（その２） 

施工場所 
栄区小菅ケ谷二丁目５番１号

工事概要 

覆蓋工一式、コンクリート防食工一式

工期 契約締結の日から平成２６年 １月３１日まで

予定価格 ６３，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 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 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００８２

工事件名 
栄第一水再生センター水処理施設（第３系列）覆蓋等整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における主たる営業所の所在 
  地が、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあ 
  ること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「土木」に係る 
   発注者別評価点（主観点）が５５点以上の者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「土木」 
   に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事検査 
   事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条及び横浜市病 
   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。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）イについては、当該条件に定める期間のうち、直近で完 
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（６）特記仕様書において、専門技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２１０１００８３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区金沢区釜利谷西地区下水道再整備工事（その１５）

施工場所 
金沢区釜利谷西四丁目１５番１３号地先から釜利谷西五丁目５番１５号地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、２６１か所）

工期 契約締結の日から平成２５年 ９月３０日まで

予定価格 ６１，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における主たる営業所の所在 
  地が、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあ 
  ること。 
（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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４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 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２１０１００８３

工事件名 
金沢処理区金沢区釜利谷西地区下水道再整備工事（その１５）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２３０１０００１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岩井町住宅耐震改修その他工事

施工場所 
保土ケ谷区岩井町２３８番地

工事概要 

耐震改修工（耐震スリット設置工２７か所、煙突頂部撤去工一式 ほか）、外壁改修工一
式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ８月３０日まで

予定価格 ２３，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、 
  金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２３０１０００１

工事件名 
岩井町住宅耐震改修その他工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を 
  指定。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２８０１０００１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市衛生研究所移転新築工事（昇降機設備工事）

施工場所 
金沢区富岡東二丁目２５５５番地の５

工事概要 

エレベーター製作・設置工２基（乗用１基（マシンルームレス、定格速度９０ｍ／分、定
格積載量９００ｋｇ、定員１３人、バリアフリー対応）、人荷用１基（マシンルームレス 
、定格速度６０ｍ／分、定格積載量２，０００ｋｇ、定員３０名、バリアフリー対応）） 

工期 契約締結の日から平成２６年 ８月２９日まで

予定価格 ５０，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 -

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置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１０年４月１日以降に完成した、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元 
  請としての施工実績を有すること。 
（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） （５）施工実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し 
、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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 しない 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９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 ０４５－６７１－２９７７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３２８０１０００１

工事件名 
横浜市衛生研究所移転新築工事（昇降機設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理技 
  術者は、当該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。 
（６）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３３１０１００１１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区大黒ふ頭地内舗装補修工事

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭１５番１８８地先から１５番４７９地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工３，３８４ｍ２、区画線設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ７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 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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５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 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６６９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３３１０１００１１

工事件名 
鶴見区大黒ふ頭地内舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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２５・２６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７５点以上の者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（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。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３３４０１０００８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区本牧ふ頭地内舗装補修工事（夜間施工）

施工場所 
中区本牧ふ頭１番地先から１番１地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工５，９９９ｍ２、レベリング舗装工４５５ｍ２、透水性アスファルト
舗装工２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から１６０日間

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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２４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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３３４０１０００８

工事件名 
中区本牧ふ頭地内舗装補修工事（夜間施工）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３３８０１００１４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区善部町地内舗装補修工事

施工場所 
旭区善部町３番地先から８２番地先まで

工事概要 

切削オーバーレイ工８，６５０ｍ２、舗装打換工１，３９０ｍ２、区画線設置工一式 ほ
か 

工期 契約締結の日から平成２５年 ８月１９日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

53 

 

契約番号 １３３８０１００１４

工事件名 
旭区善部町地内舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３４６０１００１３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄区笠間大橋塗装工事

施工場所 
栄区笠間三丁目２７番地先から長尾台町３６５番地先まで

工事概要 

塗替塗装工１１，８７８ｍ２、足場工３，３５０ｍ２

工期 契約締結の日から平成２５年１０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 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

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

入札期間 
平成２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１０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 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３４６０１００１３

工事件名 
栄区笠間大橋塗装工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 
  当額を含む。）に満たない者は、本件工事の契約を締結できない。なお、基準日は開 
  札日とする（公告本文８（１１）を参照）。 
  ア 平成２５・２６年度横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の塗装に係る 
   工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２５・２６年度横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の塗装に係る 
   工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（５）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（５）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１２） 
  を参照）。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３７１０１００６２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
今井小学校ほか１校体育倉庫改築その他工事

施工場所 
保土ケ谷区今井町９８１番地１ほか１か所

工事概要 

体育倉庫改築工（軽量Ｓ造、平屋建、延床面積３２．４ｍ２）、外壁改修工一式、既存体
育倉庫解体撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ７月３１日まで

予定価格 １２，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ又はＣ】

登録細目 【建築：建築工事又は鉄骨プレハブ工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３７１０１００６２

工事件名 
今井小学校ほか１校体育倉庫改築その他工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３７１０１００６４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
永田中学校昇降機室増築その他工事（建築工事）

施工場所 
南区永田みなみ台７番１号

工事概要 

昇降機室増築工（Ｓ造、地上４階建、延床面積５５．１０ｍ２）、多目的トイレ増築工（
Ｓ造、平屋建、延床面積１０．６８ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年１０月３１日まで

予定価格 ５０，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、 
  金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３７１０１００６４

工事件名 
永田中学校昇降機室増築その他工事（建築工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３７１０１００６５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中村特別支援学校、中村小学校改修及びスロープ増築工事（建築工事） 

施工場所 
南区中村町４丁目２６９番地１

工事概要 

図書室改修工一式、便所改修工一式、スロープ棟増築工（ＲＣ造、地上４階建、延床面積
４５０．４０ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月１９日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３７１０１００６５

工事件名 
中村特別支援学校、中村小学校改修及びスロープ増築工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３７１０１００６７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日吉南小学校増築その他工事（建築工事）

施工場所 
港北区日吉本町四丁目２番６号

工事概要 

校舎棟増築工（ＲＣ造、地上３階建、延床面積１，８２８．３１ｍ２）、便所改修工一式
、屋外排水工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月１０日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

有限会社サン・アート、有限会社リバーストン
平成２５年 ３月２５日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 
（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２５年 ４月１６日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月１８日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１９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 １３７１０１００６７

工事件名 
日吉南小学校増築その他工事（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２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「建築」に係る 
   発注者別評価点（主観点）が６５点以上の者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（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。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３７１０１００７０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
幸ケ谷小学校空調設備設置その他工事（空調設備工事）

施工場所 
神奈川区幸ケ谷１番地の１

工事概要 

幸ケ谷小学校空調設備工一式

工期 契約締結の日から平成２６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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３７１０１００７０

工事件名 
幸ケ谷小学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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、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 １３７１０１００７２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日吉南小学校増築その他工事（衛生空調設備工事）

施工場所 
港北区日吉本町四丁目２番６号

工事概要 

校舎棟増築工（ＲＣ造、地上３階建、延床面積１，８２８．３１ｍ２）、便所改修工一式
、屋外排水工一式 ほかに伴う衛生空調設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月１０日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る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２５年 ４月２２日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月２４日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月２５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 ０４５－６７１－２９８０ 

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 １３７１０１００７２

工事件名 
日吉南小学校増築その他工事（衛生空調設備工事）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３７１０１００７３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
永田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（その２）

施工場所 
南区永田北二丁目６番１２号ほか３か所

工事概要 

永田小学校ほか３校空調設備工一式

工期 契約締結の日から平成２５年１０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 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）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 横浜型地域貢献企業として認定されている者であること。 
  イ 平成２３年２月１日から平成２５年１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。 

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）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３７１０１００７３

工事件名 
永田小学校ほか３校空調設備設置その他工事（その２）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１１）を参照）。 
（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。 
（６）本件工事は、入札の中止による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第90号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「県道川崎町田（恩田地区）ほか１地区事業用地除草業務委託」ほか63件の契約について、

一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26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、別途指定がある場合を除き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、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６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７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

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。 
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(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（入札期間の延長を含む。）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 １３１２０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
県道川崎町田（恩田地区）ほか１地区事業用地除草業務委託 

納入／履行場所 
青葉区恩田町１７番地から田奈町８２番地まで 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年１０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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時５０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３１４０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アフリカ開発会議開催に伴うみなとみらい２１地区等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ５月２４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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１４０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ベイサイドマリーナ地区電気施設管理業務委託 

納入／履行場所 
金沢区白帆 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第１位に登録があること。 
③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時２５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 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 

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 
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契約番号 １３２１０３０１８４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園花壇管理委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年１１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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１８５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜自然観察の森草刈等業務委託 

納入／履行場所 
栄区上郷町１５６２番地１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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 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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局みどりアップ推進課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０１８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚・栄区内市有緑地等維持業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町３７７８番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２５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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時５０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランモール公園ほか３公園維持業務委託 

納入／履行場所 
西区みなとみらい三丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２５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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時５０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区・栄区・泉区内公園維持業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区東俣野町８０番１ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２５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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２時００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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷・泉区内市有緑地等維持業務委託 

納入／履行場所 
瀬谷区瀬谷町５４９０番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２５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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２時００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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園花苗植付委託 

納入／履行場所 
中区山手町１１４番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３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：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１９７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜公園花壇管理等委託 

納入／履行場所 
中区横浜公園 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２時００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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１９８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小机城址市民の森ほか１４か所維持業務委託 

納入／履行場所 
港北区小机町７３３番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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 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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０１９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
獅子ケ谷市民の森ほか１３か所維持業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区獅子ケ谷二丁目２３番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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 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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２時００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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０２０１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公園予定地維持業務委託 

納入／履行場所 
栄区公田町４３４番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２５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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０２０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
不法投棄防止夜間監視業務委託（北部方面農業専用地区等） 

納入／履行場所 
都筑区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２６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 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平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第１位に登録があること。 
③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として 
１１か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）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 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局農地保全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０２０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
不法投棄防止夜間監視業務委託（南部方面農業専用地区等） 

納入／履行場所 
戸塚区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２６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 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平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第１位に登録があること。 
③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として 
１１か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時１５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 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局農地保全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
不法投棄防止夜間監視業務委託（北部） 

納入／履行場所 
鶴見区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２６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平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第１位に登録があること。 
③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として 
１１か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）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 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００８１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
不法投棄防止夜間監視業務委託（中部） 

納入／履行場所 
西区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２６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平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第１位に登録があること。 
③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として 
１１か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時２５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 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００８２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
不法投棄防止夜間監視業務委託（南部） 

納入／履行場所 
南区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２６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平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第１位に登録があること。 
③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として 
１１か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時２５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 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）９７トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００３８ 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）９７トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）８１トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦２丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００３９ 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）８１トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１４５トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山１丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４０ 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１４５トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）９３トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４１ 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）９３トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）１１６トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４２ 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）１１６トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）９７トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦２丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４３ 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）９７トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１３１トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山１丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４４ 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１３１トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

106 

 

契約番号 １３２２０５００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）９６トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４５ 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）９６トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス１０トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦２－１７－１３）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４６ 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス１０トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス４３トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦２－１７－１３）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４７ 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス４３トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（北部方面）２９７トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４８ 

件名 
小さな金属類（北部方面）２９７トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（南部方面）２３５トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦２丁目７番１号）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００４９ 

件名 
小さな金属類（南部方面）２３５トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）４０１トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
神明台ストックヤード（泉区池の谷３９４９番地 資源循環局神明台処分地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０５００５０ 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）４０１トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３２２０５００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１５９トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

納入／履行場所 
栄ストックヤード（栄区上郷町１５７０番地１ 資源循環局栄工場跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 １日から平成２５年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

119 

 

契約番号 １３２２０５００５１ 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１５９トン（概算）の売払（平成２５年５月分） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 
録内容によるものとする。 
②この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会におい 
て可決されないときは、執行しないものとする。 
③同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 
調整をすること。 
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 
※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 
 
 
 
 
本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３３１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区鶴見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２６年 ３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：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３１０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区街路樹維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
鶴見区内ゴム通りほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３１０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
鶴見区内末吉大道り（一部）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３１０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
鶴見区生麦貝ノ浜緑地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１９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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川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２６年 ３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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

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26号 平成25年３月19日発行 

125 

 

契約番号 １３３２０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内東部 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３３０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
西区みなとみらい二丁目栄本町線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 西区西土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３３０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区いきいき街路樹事業剪定業務委託（その１） 

納入／履行場所 
西区みなとみらい一丁目国際通りほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 西区西土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３４０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区街路樹維持業務委託（その５） 

納入／履行場所 
中区本牧通りほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３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 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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３３５０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
南区前里町１丁目県道弥生台桜木町線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２０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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 南区南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３５０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
南区内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２０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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 南区南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３６０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区街路樹維持業務委託（西部） 

納入／履行場所 
港南区西部地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２０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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３７０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内（東部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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 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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３８０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区街路樹維持業務委託（南部地区） 

納入／履行場所 
旭区二俣川２丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１７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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 
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契約番号 １３３９０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区街路樹維持業務委託（西部） 

納入／履行場所 
磯子区（西部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３９０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
上中里公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４００３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区街路樹維持業務委託（東部） 

納入／履行場所 
金沢区内（東部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２０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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４００３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区公園維持業務委託（中部） 

納入／履行場所 
阿王ケ台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２０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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４２０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
緑区三保念珠坂公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１７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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４３０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区街路樹等維持業務委託（その５） 

納入／履行場所 
青葉区青葉台ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１９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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３４３０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
青葉区奈良ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３４３０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園維持業務委託（その６） 

納入／履行場所 
青葉区すすき野ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３４４０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
都筑区仲町台四丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時４０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４４０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
都筑区すみれが丘ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時３０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４４０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区公園維持業務委託（その５） 

納入／履行場所 
都筑区都筑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２６年 ３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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時４０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４５０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
踊場公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時４０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

146 

 

契約番号 １３４５０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
秋葉台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時４０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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３４６０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
栄区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１９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 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４７０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
泉区和泉野１号線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 ３日（水）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午後 １時４５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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

149 

 

契約番号 １３４７０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
領家公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１２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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 
企業」として登録が認められている者であること。 
②上記の種目に第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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ３日（水）午後 １時４５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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 
る登録内容によるものとする。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会 
において可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３７１０２００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市学校給食基準献立予定表（家庭配布用） １，７９６，０００枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局文書集配室 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６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 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 
小企業」として登録が認められている者であること。 
２．上記の種目に第１位に登録があること。 
３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 
４．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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ２日（火）午後 １時０５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 

１．入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札集資格者名簿における 
登録内容によるものとする。 
２．この入札は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 年３月 31 日までに横浜市議会にお 
いて可決されないときは、執行しないものとする。 

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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水道局調達公告第36号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「中原二丁目ほか２か所口径100ｍｍから200ｍｍ配水管布設替工事」ほか１件の工事につい

て、一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

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

ていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜 

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

」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

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

ころにより、技術資料を財政局契約第一課へ提出すること。 

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

(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

期間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第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、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、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（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）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で、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

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

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

水 道 局 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

152 

 

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

望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第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) 技術資料の提出をしない者が行った入札、又は実施要領書の定めに従わない技術資料を提出した者が

行った入札 

(4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は３(4) の定めに従わない入札 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 

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

６ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

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

価値を算出する。 

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

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

評価値を入札参加者に通知する。 

ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

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

目の 低要求要件をすべて満たしていること。 

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

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

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

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

うち、次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

(4) 失格基準に該当した者を除き、評価値の同じ落札予定者が２者以上あるときは、当該落札予定者にく

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

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

るものとする。 

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

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

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

参加者にその旨を通知する。 

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

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

者を新たに落札予定者とし、（5）の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

153 

 

の手続を繰り返す。 

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

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

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

資格を満たす者でないとし、（6）イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札予定者に通知する。 

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

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

おり、低入札要綱に定める調査を行う。 

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

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

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

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

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

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

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

落札予定者を落札者としないものとする。 

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

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

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

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

別に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出すること。 

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

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

ものとする。 

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

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

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

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

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

値の高い者を新たに落札予定者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

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

条までの規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(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、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1 0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) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当

該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

９ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

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

額は、契約金額の100分の30以上とする。 
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(2) ８(2) の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契

約を締結した会計年度において、契約金額の1 0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1 0分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払

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

支払わない。 

(3) 契約金額にかかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

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

工種とする工事については、中間技術検査を行うものとする。 

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

10 その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

(5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）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、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

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

とする。 

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

置要綱第２条の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札予定者となった者が、６(7) に定める書類の提出をしない場合 

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

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

を除く。） 

(9) ６(5) の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項の

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

、当該工事の契約は締結しないものとする。 

(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、現場代理人の他の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25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果（変
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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、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の

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

実施要綱、運用基準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 １３５２０１００６４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中原二丁目ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
磯子区中原二丁目２２番９号地先から５番２６号地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝８４７ｍ）、管撤去工一式
、給水管取付替工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２２０日間

予定価格 ８８，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用）

低制限価格 -

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、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２５年 ４月 ８日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月２４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 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００６４

工事件名 
中原二丁目ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 

資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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 
  せることができない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（１０）を 
  参照）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文１０（１１）を参照）。 
（５）本件工事は総合評価落札方式（特別簡易型）対象工事である。詳細は、本件工事の 
  総合評価落札方式実施要領書に定めるところによる。総合評価落札方式実施要領書は 

、横浜市のホームページからダウンロードすること。 
  ・技術資料に関する質問提出期限：平成２５年３月２５日 
  ・技術資料の受付期間：平成２５年４月８日から平成２５年４月１０日 

・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２５年５月７日頃 
（６）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１０２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
相模原沈でん池耐震補強工事（その２）

施工場所 
相模原市南区下溝２２８５番地

工事概要 

堤体耐震補強工一式（堤高１９．１ｍ、仮設土掘削工１５，８０２ｍ３、堤体掘削工
１５，３４３ｍ３、堤体敷均工１８，７２１ｍ３、堤体締固工１８，７２１ｍ３、撹拌混 
合工１８，７２１ｍ３）、高圧噴射攪拌工一式、中層混合処理工一式 ほか 

工期 契約締結の日から７９０日間

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用）

低制限価格 -

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成１０年４月１日以降に完成した、堤高１５ｍ以上のアースダムの築堤工事又は 
  堤高１５ｍ以上のアースダムの盛土工法による耐震補強工事の元請としての施工実績 

を有すること。なお、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（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し 
、併せて、その実績を証明する契約書及び設定図書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２５年 ４月 ８日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月２４日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ６回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

159 

 

契約番号 １３５２０１０１０２

工事件名 
相模原沈でん池耐震補強工事（その２）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 

資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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 
  せることができない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文１０（１０）を 
  参照）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文１０（１１）を参照）。 
（５）本件工事は総合評価落札方式（簡易型）対象工事である。詳細は、本件工事の総合 
  評価落札方式実施要領書に定めるところによる。総合評価落札方式実施要領書は、横 
  浜市のホームページからダウンロードすること。 
  ・技術資料作成に関する質問提出期限：平成２５年３月２５日 
  ・技術資料の受付期間：平成２５年４月８日から平成２５年４月１０日まで 
  ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２５年５月７日頃 
（６）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第37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、「西八朔町ほか１か所口径100ｍｍから150ｍｍ配水管布設替工事」ほか11件の工事について

、一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26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）（以下「運用基準」という。）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) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第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、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、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（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）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で、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 
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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100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(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) 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) 4(4)に定める工事費内訳書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

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 
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(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) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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、運用基準第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、現場代理人の他の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。 
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(10) (8)の適格性の審査にあたり、開札日において、平成25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果（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、運用基準、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 １３５２０１００５７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西八朔町ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
緑区西八朔町１５番地１地先から１６１番地先までほか１か所

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝１，２０７ｍ）、給水管取
付替工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２４０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（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４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 １３５２０１００５７

工事件名 
西八朔町ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）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）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２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「上水道」に 
    係る発注者別評価点（主観点）が３５点以上の者であること。 
   イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水 
    道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工 
    事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若し 
    くは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結 
    果通知書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が  
    新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合 
    は、 高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であること。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付するこ  
  と。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）イについては、当該条件に定める期間のうち、直近で完 
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（６）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２５年４月１日 午前９時から 
   平成２５年４月３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２５年４月４日から 
   平成２５年４月２５日までを含んだ日 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００５９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ケ峰本町一丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町一丁目２番１７号地先から２４番５号地先まで

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝６５３ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２７０日間

予定価格 ９２，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １３５２０１００５９

工事件名 
鶴ケ峰本町一丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照） 
（５）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２５年４月４日 午前９時から 
   平成２５年４月８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２５年４月９日から 
   平成２５年４月３０日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００６２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
笹下三丁目ほか１か所口径１５０ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区笹下三丁目１５番２６号地先から磯子区森六丁目３７番４７号地先までほか１か所

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，０２２ｍ ほか）、給
水管取付替工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３０５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（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００６２

工事件名 
笹下三丁目ほか１か所口径１５０ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄 
  区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
   ア 平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「上水道」に 
    係る発注者別評価点（主観点）が３５点以上の者であること。 
   イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水 
    道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工 
    事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若し 
    くは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結 
    果通知書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が  
    新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合  
    は、 高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であること。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）イについては、当該条件に定める期間のうち、直近で完 
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（６）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２５年４月４日 午前９時から 
   平成２５年４月８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２５年４月９日から 
   平成２５年４月３０日までを含んだ日 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００６９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
富岡西七丁目ほか８か所口径７５ｍｍから１００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
金沢区富岡西七丁目５２番１３号地先から２６号地先までほか８か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１００ｍｍ、Ｌ＝１，２８８ｍ）、給水管取付
替工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３２０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（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求

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

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 １３５２０１００６９

工事件名 
富岡西七丁目ほか８か所口径７５ｍｍから１００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄 
  区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
   ア 平成２３年度横浜市優良工事請負業者表彰名簿又は平成２４年度横浜市優良工 
    事施工会社表彰名簿のいずれかにおいて土木・造園部門に登載されていること。 
   イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水 
    道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工 
    事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若し 
    くは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結 
    果通知書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が  
    新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合  
    は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者であること。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）イについては、当該条件に定める期間のうち、直近で完 
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（６）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２５年４月４日 午前９時から 
   平成２５年４月８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２５年４月９日から 
   平成２５年４月３０日までを含んだ日 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００７２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
汲沢一丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
戸塚区汲沢一丁目１１番８号地先から汲沢四丁目３０番２６号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝８１８ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２３０日間

予定価格 ８６，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４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 １３５２０１００７２

工事件名 
汲沢一丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）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２５年４月１日 午前９時から 
   平成２５年４月３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２５年４月４日から 
   平成２５年４月２５日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００７３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
長倉町口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
栄区長倉町２番２０号地先から１０番２２号地先まで

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝９４９ｍ）、給水管取付替工
一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２５０日間

予定価格 ８４，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４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 １３５２０１００７３

工事件名 
長倉町口径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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）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２５年４月２日 午前９時から 
   平成２５年４月４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２５年４月５日から 
   平成２５年４月２６日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１０３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
勝田町口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
都筑区勝田町８４９番地先から早渕一丁目２番５号地先まで

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝９６３ｍ）、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３２０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：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者・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）監理技術者講習終了証の写し （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２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１０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 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 １３５２０１０１０３

工事件名 
勝田町口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「上水道」に係 
   る発注者別評価点（主観点）が６５点以上の者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水  
   道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事 
   検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若しくは 
   横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結果通知 
   書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のも 
   のを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点の 
   ものを対象とする。）の評定点が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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（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。 
（６）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２５年４月５日 午前９時から 
   平成２５年４月９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２５年４月１０日から 
   平成２５年５月１日までを含んだ日 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１０４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
笠間幹線口径１８００ｍｍ送水管仕切弁設置工事

施工場所 
栄区笠間四丁目２番１６号地先から２番１７号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１，８００ｍｍ、Ｌ＝１０ｍ）、仕切弁設置工（Φ１，８０
０ｍｍ、２基）、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から４１０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：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者・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）監理技術者講習終了証の写し （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２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１０日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ６回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １３５２０１０１０４

工事件名 
笠間幹線口径１８００ｍｍ送水管仕切弁設置工事

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年度横浜市優良工事請負業者表彰名簿又は平成２４年度横浜市優良工事 
   施工会社表彰名簿のいずれかにおいて土木・造園部門に登載されていること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水  
   道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事 
   検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若しくは 
   横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結果通知 
   書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のも 
   のを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点の 
   ものを対象とする。）の評定点が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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（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。 
（６）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２５年４月５日 午前９時から 
   平成２５年４月９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２５年４月１０日から 
   平成２５年５月１日までを含んだ日 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１０５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
美しが丘五丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
青葉区美しが丘五丁目２９番地６地先から新石川一丁目９番地８地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝１，０８５ｍ）、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：Ａ】 

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）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 横浜型地域貢献企業として認定されている者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水  
   道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事 
   検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若しくは 
   横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結果通知 
   書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のも 
   のを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点の 
   ものを対象とする。）の評定点が８５点以上の者であること。 
（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）入札参加資格その他（１）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 １３５２０１０１０５

工事件名 
美しが丘五丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（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。 
（６）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２５年４月２日 午前９時から 
   平成２５年４月４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２５年４月５日から 
   平成２５年４月２６日までを含んだ日 
（７）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１０９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東希望が丘ほか１か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
旭区東希望が丘６０番地５地先から中尾二丁目２４番１５号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝９９４ｍ）、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２００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：Ａ】 

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 

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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３５２０１０１０９

工事件名 
東希望が丘ほか１か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）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２５年４月４日 午前９時から 
   平成２５年４月８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２５年４月９日から 
   平成２５年４月３０日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１１０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中沢一丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
旭区中沢一丁目５０番１１号地先から中沢二丁目２２番１７号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，６１３ｍ）、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２６０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：Ａ】 

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 

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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３５２０１０１１０

工事件名 
中沢一丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）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２５年４月４日 午前９時から 
   平成２５年４月８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２５年４月９日から 
   平成２５年４月３０日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１１１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
富岡西七丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
金沢区富岡西七丁目５１番１４号地先から４２番５号地先まで

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，３３７ｍ）、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３１５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：Ａ】 

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 

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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４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 １３５２０１０１１１

工事件名 
富岡西七丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文９（１０）を参照）。 
（５）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２５年４月４日 午前９時から 
   平成２５年４月８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２５年４月９日から 
   平成２５年４月３０日までを含んだ日 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第38号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「綱島上町口径100ｍｍから300ｍｍ配水管布設替工事」ほか15件の工事について、一般競争

入札を行う。 

平成25年３月19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25・26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）（以下「運用基準」という。）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(11) 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) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第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、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、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（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）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で、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

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

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

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

望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第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) ３(4)に定める工事費内訳書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) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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、運用基準第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、現場代理人の他の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、次のア又はイの要件を満たすものとする。 

ア 次の(ｱ)から(ｳ)までの要件をすべて満たすもの。 

(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 

ａ 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。 

ｂ 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。 

ｃ 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。 

イ 当該工事が管内ものの工事である場合、他の工事が平成25年３月31日までに完成することが明らか

な工事であること。 

(10) (8)の適格性の審査にあたり、開札日において、平成25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果（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
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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、運用基準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 １３５２０１００５６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
綱島上町口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
港北区綱島上町１１６番地２地先から４６番地３地先まで

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝８２６ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２６０日間

予定価格 ９４，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区 
  内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 
（２）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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００５６

工事件名 
綱島上町口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００５８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
あざみ野一丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
青葉区あざみ野一丁目２０番地９地先からあざみ野四丁目３６番地６地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，２００ｍ）、給水管取
付替工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２１０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（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 １３５２０１００５８

工事件名 
あざみ野一丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）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）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年度横浜市優良工事請負業者表彰名簿又は平成２４年度横浜市優良工 
    事施工会社表彰名簿のいずれかにおいて土木・造園部門に登載されていること。 
   イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水 
    道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工 
    事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若し 
    くは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結 
    果通知書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が  
    新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合  
    は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者であること。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）イについては、当該条件に定める期間のうち、直近で完 
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

196 

 

契約番号 １３５２０１００６０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
三保町ほか１か所口径７５ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
緑区三保町２１６０番地５地先から２１７９番地２地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝６８６ｍ）、給水管取付替工
一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１８５日間

予定価格 ７９，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事課 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 １３５２０１００６０

工事件名 
三保町ほか１か所口径７５ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００６１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上飯田町ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
泉区上飯田町１３３１番地先から２１１３番地１４地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，１００ｍ）、給水管取
付替工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２２０日間

予定価格 ７７，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４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 １３５２０１００６１

工事件名 
上飯田町ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００６３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
関内線口径４００ｍｍから７００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
中区長者町４丁目１０番地１０地先から万代町１丁目２番地８地先までほか２か所

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝３７１ｍ ほか）、給水管
取付替工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１７５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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、 
  金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）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 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００６３

工事件名 
関内線口径４００ｍｍから７００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００６６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
原宿四丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
戸塚区原宿四丁目２番４号地先から原宿二丁目３番８号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝４５０ｍ）、給水管取付替工
一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３００日間

予定価格 ８６，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４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 １３５２０１００６６

工事件名 
原宿四丁目口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００６８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南台四丁目ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区港南台四丁目８番２１号地先から５番１２号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝９０５ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２２０日間

予定価格 ７４，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４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 １３５２０１００６８

工事件名 
港南台四丁目ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００７１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
六浦五丁目ほか１か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
金沢区大道二丁目３番２号地先から六浦五丁目１７番１６号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝５２６ｍ）、給水管取付替
工一式、管撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２５５日間

予定価格 ９２，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者・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（２）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写 
し 

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

入札期間 
平成２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４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 １３５２０１００７１

工事件名 
六浦五丁目ほか１か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）における主たる 
  営業所の所在地が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄 
  区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
   ア 横浜型地域貢献企業として認定されている者であること。 
   イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水 
    道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工 
    事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若し 
    くは横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結 
    果通知書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が  
    新月のものを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合  
    は、 高点のものを対象とする。）の評定点が７５点以上の者であること。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）入札参加資格その他（２）イについては、当該条件に定める期間のうち、直近で完 
  成した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００７４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２）

施工場所 
中区、南区 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工一式、ダクタイル鋳鉄管撤去工一式、給水管取付替工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月３１日まで

予定価格 ２７，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ、Ｂ又はＣ】

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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）主任技術者を配置
する場合は、（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証 
明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し及び監 
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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求

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

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 水道局中部第一給水維持課 電話 ０４５－２５２－９００１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００７４

工事件名 
中部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）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１２号の規定により、 
  開札日において、次の工事を契約している場合（落札決定通知書の送付を受けている 
  場合及び落札候補者となっている場合を含む。）は、本件工事の契約を締結できな  
  い。ただし、次の工事の完成検査が完了している場合及び平成２５年３月３１日まで 
  に完了することが明らかな場合はこの限りでない。 
   中部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その１） 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００７５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部第二給水維持課管内 配水管切回し工事（その２）

施工場所 
戸塚区、港南区、栄区

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工一式、ダクタイル鋳鉄管撤去工一式、給水管取付替工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月３１日まで

予定価格 ２７，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ、Ｂ又はＣ】

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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）主任技術者を配置
する場合は、（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証 
明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し及び監 
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２５年 ４月 ２日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ４日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ５日（金）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求

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

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 水道局南部第二給水維持課 電話 ０４５－８７１－６４６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００７５

工事件名 
南部第二給水維持課管内 配水管切回し工事（その２）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すこと 
  。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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）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１２号の規定により、 
  開札日において、次の工事を契約している場合（落札決定通知書の送付を受けている 
  場合及び落札候補者となっている場合を含む。）は、本件工事の契約を締結できな  
  い。ただし、次の工事の完成検査が完了している場合及び平成２５年３月３１日まで 
  に完了することが明らかな場合はこの限りでない。 
   南部第二給水維持課管内 配水管切回し工事（その２） 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００８３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１） 

施工場所 
中区、南区 

工事概要 

管路工一式、給水管取付替工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

※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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ３日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 １０時３０分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 水道局中部第一給水維持課 電話 ０４５－２５２－９００１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００８３

工事件名 
中部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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２５・２６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２３年３月１日から平成２５年２月２８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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（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。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１００８４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その２） 

施工場所 
中区、南区 

工事概要 

管路工一式、給水管取付替工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２６年 ３月３１日まで

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月１１日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１２日（金）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 水道局中部第一給水維持課 電話 ０４５－２５２－９００１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１００８４

工事件名 
中部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）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１２号の規定により、 
  開札日において、次の工事を契約している場合（落札決定通知書の送付を受けている 
  場合及び落札候補者となっている場合を含む。）は、本件工事の契約を締結できな  
  い。ただし、次の工事の完成検査が完了している場合及び平成２５年３月３１日まで 
  に完了することが明らかな場合はこの限りでない。 
   中部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１） 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１０６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
千代崎線口径６００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
中区扇町３丁目７番地１地先から松影町３丁目９番地１地先までほか４か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝８４２ｍ）、管撤去工一式
、不断水閉止弁設置工１か所、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から３２０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：Ａ】 

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２４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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

217 

 

契約番号 １３５２０１０１０６

工事件名 
千代崎線口径６００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１０８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都岡町ほか３か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
旭区都岡町２番地先から５番地先までほか３か所

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，４２６ｍ）、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２８５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：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者・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）監理技術者講習終了証の写し （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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 ９時４５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

※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 １３５２０１０１０８

工事件名 
都岡町ほか３か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】
次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）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２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「上水道」に係 
   る発注者別評価点（主観点）が６５点以上の者であること。 
  イ 平成２３年３月１日から平成２５年２月２８日までの間に完成した工種「上水  
   道」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事 
   検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第８条若しくは 
   横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結果通知 
   書（当該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のも 
   のを対象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点の 
   ものを対象とする。）の評定点が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）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（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。 
（６）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場２系急速ろ過池口径６００ｍｍ連絡管新設工事

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝６６０．９ｍ）、新設バタフ
ライ弁一式、付帯工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２１５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：Ａ】 

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 

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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １３５２０１０１１２

工事件名 
小雀浄水場２系急速ろ過池口径６００ｍｍ連絡管新設工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １３５２０１０１１３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
綱島西三丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

施工場所 
港北区綱島西三丁目１番２０号地先から１２番１７号地先まで

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝５４６ｍ）、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３２０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：Ａ】 

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 

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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １３５２０１０１１３

工事件名 
綱島西三丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 
  資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第39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25年３月19日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   直管（ＧＸ形）100×4000（接合部品を含む） 約373本ほかの購入 

 (2) 物品の特質等  

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成25年５月13日から平成25年10月９日まで 

 (4) 納入場所 

   水道局の指定する場所（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 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   直管（ＧＸ形）一式の購入 

平成25年５月 

 (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) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７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25・26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「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成25年３月29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 当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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25年３月29日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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松本 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25年４月11日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）

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 

〒235-0045 磯子区洋光台六丁目10番１号 

横浜市水道局給水部南部工事課 

電話 045(833)6781（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25年４月25日から平成25年５月２日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、 終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

 (ｱ) 入札日時 

平成25年５月７日午後２時 

 (ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成25年５月２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25年５月７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  
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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) 入札の条件 

この入札は、平成25年度横浜市各会計予算が平成25年３月31日までに横浜市議会において可決されな

いときは、執行しないものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1)Subject matter of the contract: Purchase of approx. 373 pipes of Ductile cast-iron pipes 

for waterworks with joint parts (GX Type φ100×4000) etc.  

(2)Deadline for the tender: 2：00 p.m. 7, May, 2013 

(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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水道局調達公告第40号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「水の缶詰 168,000本」の契約について、一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26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、別途指定がある場合を除き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
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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、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６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７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
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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（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。 

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

第４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

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

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

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

は解除することができるものとする。 

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

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

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １３５２０２０１１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水の缶詰 １６８，０００本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ６月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 食料品・記念品 

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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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２５年 ４月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ２日（火）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 

１．入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿にお 

ける登録内容によるものとする。 

２．この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議 

会において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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水道局調達公告第 41 号 

一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行 

次のとおり、「水道用地測量業務委託」外６件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成25年３月19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25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）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) 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。ただし、第９項第５号に定める場合を除

く。 

(2) 前項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、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第1 7 8号）第３条に規定する休日並びに１月２日、１月３日及び12月29日から12月31

日まで（以下「土休日等」という。）を含まないものとして計算する。）の午後４時までに、質問書

（書式はダウンロード可能）を経営部経理課へ持参又はファクス（ファクス番号045-663-6732）によ

り提出すること。 

イ 質問に対する回答 

入札日の４日前（ただし、土休日等を含まないものとして計算する。）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) 入札及び開札日時については、契約ごとに定める。 

(2) 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。 

(3) 入札の回数は２回までとする。 

(4) 合併入札の場合には、件名は全件名、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

る入札 

(2) 第１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) 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 
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(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) 中小企業等共同組合と当該中小企業等共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 

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。 

(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、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、

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

者を新たに落札候補者とし、前号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) 第１号において落札候補者となる者がないとき又は前号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第１号から前号までの手続は

同様とする。なお、すでに無効の入札をした者の入札は認めない。 

(6) 第３号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（第４号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、土休日等を含まないものとして計算する。）の午後５時までに経営部経

理課へ提出し、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ものとし、

第４号イの手続により落札者を決定する。 

(7) 第４号イの手続により、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。 

(8) 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) 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、契約書の作成は落札者が行うものとし、当該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) 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。 
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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、第６項第６号に定める書類の提出をしない場合 

(4) 第６項第３号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。 

(5) 共同企業体による入札を行う場合は、提出書類のうち共同企業体協定書兼委任状を入札日時までに到

着するよう横浜市水道局経理課あての書留郵便により郵送又は横浜市水道局経理課まで持参しなければ

ならない。 

(6) 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 １３５２０３５１６１ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用地測量業務委託 

納入／履行場所 
水道局管理用地内一円 

概要 

用地測量一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 測量 

格付等級 - 

登録細目 【測量：地上測量】 

所在地区分 市内 

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）上記の営業種目の順位が第１位に登録があり、かつ、登録細目に登録があること。 
（２）一般競争入札有資格者名簿における企業規模区分において「中小企業」として登録が認

められている者。 

提出書類 

 

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。  

入札及び開札日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 １０時１０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登録内
容によるものとします。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会にお
いて可決されないときは、執行しないものとします。 

発注担当課 水道局資産活用課 電話 ０４５－６３３－０１５３ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １３５２０３５１６３ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
平楽配水池耐震補強工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
南区平楽町１２６番地 

概要 

共通作業一式、補強補修方法の基本検討及び耐震性照査一式、詳細設計一式、ライフサイクル
コスト検討一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年１２月２７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）において上

記の営業種目、登録細目及び所在地区分に登録があること。 
（２）平成１０年４月１日以降において、上下水道施設における鉄筋コンクリート製池状構造

物の３次元構造解析を用いた、築造設計又は耐震補強設計の業務実績を有すること。 

提出書類 

（１）履行実績申告書（設計業務委託用） 
（２）入札参加資格の項「その他」中に記載されている業務実績が確認できる書類（契約書（

仕様書）の写し、テクリス業務カルテ、当該業務に係る成果品の写し、注文者が発行した
履行証明書等） 

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

入札及び開札日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 １０時３０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

（１）入札参加資格については、平成２５・２６ 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ
る登録内容によるものとする。 

（２）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５１ 
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契約番号 １３５２０３５１６４ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
川井４号配水池耐震補強工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２１７０番地 

概要 

共通作業一式、補強補修方法の基本検討及び耐震性照査一式、詳細設計一式、各種委員会資料
作成一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ２月 ６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

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２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）において上

記の営業種目、登録細目及び所在地区分に登録があること。 
（２）平成１０年４月１日以降において、上下水道施設における鉄筋コンクリート製池状構造

物の３次元構造解析を用いた、築造設計又は耐震補強設計の業務実績を有すること。 

提出書類 

（１）履行実績申告書（設計業務委託用） 
（２）入札参加資格の項「その他」中に記載されている業務実績が確認できる書類（契約書（

仕様書）の写し、テクリス業務カルテ、当該業務に係る成果品の写し、注文者が発行した
履行証明書等） 

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

入札及び開札日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 １０時４０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

（１）入札参加資格については、平成２５・２６ 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ
る登録内容によるものとする。 

（２）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会
において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５１ 



横浜市報調達公告版 

第26号 平成25年３月19日発行 

237 

 

契約番号 １３５２０３５１７０ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場排水処理施設耐震診断に伴う地質調査業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区仏向西４番１号 

概要 

機械ボーリング一式、サンプリング一式、原位置試験一式、室内土質試験一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 地質調査 

格付等級 - 

登録細目 【地質調査：地上ボーリング等】 

所在地区分 市内 

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）上記の営業種目に登録があり、かつ、登録細目に登録があること。 
（２）地質調査の業務実績を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（地質調査業務委託用） 

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。  

入札及び開札日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時２０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登録内
容によるものとします。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会にお
いて可決されないときは、執行しないものとします。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １３５２０３５１７１ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
川井接合井ほか１か所耐震診断調査に伴う地質調査業務委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２５５５番地ほか１か所 

概要 

機械ボーリング一式、サンプリング一式、原位置試験一式、室内土質試験一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ８月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 地質調査 

格付等級 - 

登録細目 【地質調査：地上ボーリング等】 

所在地区分 市内 

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）上記の営業種目に登録があり、かつ、登録細目に登録があること。 
（２）地質調査の業務実績を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（地質調査業務委託用） 

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。  

入札及び開札日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時３０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登録内
容によるものとします。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会にお
いて可決されないときは、執行しないものとします。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １３５２０３５１７２ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
川井４号配水池耐震補強工事に伴う地質調査業務委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２１７０番地 

概要 

機械ボーリング一式、サンプリング一式、原位置試験一式、室内土質試験一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ８月 １日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 地質調査 

格付等級 - 

登録細目 【地質調査：地上ボーリング等】 

所在地区分 市内 

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）上記の営業種目に登録があり、かつ、登録細目に登録があること。 
（２）地質調査の業務実績を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（地質調査業務委託用） 

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。  

入札及び開札日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時４０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登録内
容によるものとします。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会にお
いて可決されないときは、執行しないものとします。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １３５２０３５１７３ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
寒川ポンプ場吸水井及び連絡水路耐震診断調査に伴う地質調査業務委託 

納入／履行場所 
高座郡寒川町宮山４０７３番地 

概要 

機械ボーリング一式、サンプリング一式、原位置試験一式、室内土質試験一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ８月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

営業種目 地質調査 

格付等級 - 

登録細目 【地質調査：地上ボーリング等】 

所在地区分 市内 

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）上記の営業種目に登録があり、かつ、登録細目に登録があること。 
（２）地質調査の業務実績を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（地質調査業務委託用） 

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。  

入札及び開札日時 平成２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時５０分  

入札及び開札場所 中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階 水道局大会議室  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登録内
容によるものとします。 
②この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市議会にお
いて可決されないときは、執行しないものとします。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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交通局調達公告第22号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「伊勢佐木長者町分岐器交換及びその他工事」について、一般競争入札を行う。 

平成25年３月19日 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

１ 入札参加資格 

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

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する横

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

規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有する者であ

ること。 

(2) 平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

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

ていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

(6) その他、詳細については横浜市交通局契約規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市

電子入札運用基準（工事請負関係）（以下「運用基準」という。）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(11) 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) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第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、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、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（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）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で、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

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

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

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

望金額の105分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第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) ３(4)に定める工事費内訳書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。 
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 なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項

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

）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ご

とに支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項に規定する認定を受けた場合は

、追加して契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う

。 

(3) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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、運用基準第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、現場代理人の他の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25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果（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
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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、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の

前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、運用基準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 １３５３０１０００４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
伊勢佐木長者町分岐器交換及びその他工事 

施工場所 
中区長者町５丁目４８番地から弥生町５丁目４８番地まで 

工事概要 

分岐器交換工一式、レール交換工一式、短マクラギ交換工一式、コンクリート道床切下工 
一式、信号保安設備工一式、電車線路工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ９月３０日まで 

予定価格 ５７，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ又はＢ】 

登録細目 【土木：軌道工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

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２５年 ４月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※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 交通局施設課 電話 ０４５－３２６－３８７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １３５３０１０００４ 

工事件名 
伊勢佐木長者町分岐器交換及びその他工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認は、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有 

資格者名簿（工事関係）に基づいて行うものとする。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）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）。 
（４）開札日において、平成２５・２６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本 
  件工事と同工種の元請 高請負実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高 
  請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公 
  告本文８（１０）を参照）。 
（５）この入札は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５年３月３１日までに横浜市 
  議会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 
 


