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横浜市調達公告第282号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３）」ほか６件の工事について、一般競争

入札を行う。 

平成26年８月26日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお

いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和3 9年３月横浜市規則第5 9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（以下「入札取扱要綱」という。）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）（以下「有資格者名簿」という。）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（以下「指名停止等措置要綱」という。）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全て満たす者であること。 

なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

 ア 主たる営業所の所在地 

   有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

 イ 優良工事表彰事業者 

   横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

 ウ 工事成績 

工事ごとに入札参加資格として定めた工種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７条及び

横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する電子入札システム（横浜市契約規則第

２条第３号の電子入札システムをいう。以下同じ。）に登録された評定点（工事ごとに定める期間内

に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象とする。また、最新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう。 

 エ 発注者別評価点（主観点） 

   平成25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果通知における工種ごとの発注者別評価点（主観点）

をいう。 

 オ 横浜型地域貢献企業 

   横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

 カ 建設機械所有事業者 

   ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー

クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル又は振動ローラーを所有してい

る者又は長期の賃貸借契約（契約期間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年を超える賃貸

借契約に限る。）をしている者をいう。  

 キ 災害協力事業者 

   災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

(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、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（以下「総合評価実施要綱」という。）、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（以下「入札参加要領」という。）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

調 達 公 告 
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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８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108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、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

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) 有資格者名簿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) 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) の定めに従わない工事費内訳

書の提出をした者が行った入札 

(6) ７(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る

説明書４の各号に該当する入札 

(7) 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 

(8) 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 

(9) 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 

(10) 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 

(11) 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 

５ 技術資料の審査及び技術評価点の算出 
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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) 開札後、調査基準価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者

に通知する。 

(2) 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。 

(3) 次に掲げる要件を全て満たす入札者のうち、(2) により算出した評価値が最も高い者を落札予定者と

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

目の最低要求要件を全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108分の100で除して得た数値を下回っていないこと

。 

(4) 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、(3) の要件を全て満たす者のう

ち、次に評価値の高い者を新たに落札予定者とする。 

(5) 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。 

(6) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する

積算疑義申立て期間終了後、落札予定者、落札予定者の入札価格及び(2) 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し、落札の決定は保留する。 

(7) 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。 

(8) (7）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、(7) 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。 

(9) (7) 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、(8) イの手続により落札者を決定する。 

(10) (8) 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。 

(11) 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

、(7) の入札参加資格の確認とあわせて総合評価実施要綱第13条に定めるとおり、低入札要綱に定め

る調査を行う。 

(12) (11) 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。 

(13) (11) 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、(12) 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、(9) 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
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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。 

(15) (13) 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、(12) 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。 

(16) 落札者の決定にあたって、総合評価実施要綱第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。 

(17) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札予定者が指名停止等措置

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。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ

る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、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。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に定めるほか、工事ごとに定める。 

(2) 契約保証金の要否については、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、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以内の額を支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定

する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工事ごとに定め

る前金払の方法が「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うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定

する認定を受けたときには、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、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

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) 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、工事ごとに定める

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
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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) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第

１項の規定により、一般競争参加停止及び指名停止措置を行う。 

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 

ただし、開札日が同一週にある政府調達協定の対象となる工事以外の複数の工事（工事契約の入札

に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱による疑義申立てがあった工事を除く。以下「一連の工

事」という。）の落札候補者等となった有資格者が、一連の工事のうち、入札公告又は指名通知書に

定める開札予定日時が最も遅いものから順に落札者となることを辞退した場合は、停止措置に該当し

ない。この場合においても、一連の工事の全部又は一部について、次のいずれかに該当するときは停

止措置に該当する。 

(ｱ) 落札候補（予定）者通知書の送付日の翌開庁日の17時を経過した後に正当な理由なく辞退したと

き。 

(ｲ) 一般競争入札（条件付）において、期間内に提出すべき資格確認書類の提出後に正当な理由なく

辞退したとき。 

(ｳ) 入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も早い工事について正当な理由なく辞退した

とき。 

イ 落札予定者となった者が、６(9) 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(7) の入札参加資格の確認とあわせて、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落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代理

人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、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、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保

されている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が

2,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は5,000万円）未満のとき。 

イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方

消費税相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であるとき。 

ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）の合計が5,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の

工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であること。 

なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない

旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）が2,500万円（工種「建築」の場合は5,000万円）以上となった工事請負契約につい

ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

(11) (9)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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最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最高

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、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。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

(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
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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し、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) 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3 9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

。 

(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

、入札取扱要綱、総合評価実施要綱、運用基準、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 １４３３０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

車道舗装工４９０ｍ２、歩道舗装工６０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ９，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区又は保土ケ谷区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月１１日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時１０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 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３３０１００２２ 

工事件名 西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 
  るので留意すること。 
（２）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 
  実施要領書に定めるところによる。 
   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２６年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月１１日から平成２６年９月１６日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月８日頃 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（４）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６） 
  イ 西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
  ウ 西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
（５）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３８０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

車道舗装工６８０ｍ２、歩道舗装工４０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２８日まで 

予定価格 １１，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、旭区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月１１日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 ９時４６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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３８０１００３４ 

工事件名 旭土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 
  るので留意すること。 
（２）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 
  実施要領書に定めるところによる。 
   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２６年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月１１日から平成２６年９月１６日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月８日頃 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（４）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 旭土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
  イ 旭土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  ウ 旭土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
（５）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４４１０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内舗装補修（応急修理・雪害対策）工事（その７） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工５００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ９，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月１１日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時２０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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４１０１００４７ 

工事件名 港北土木管内舗装補修（応急修理・雪害対策）工事（その７） 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 
  るので留意すること。 
（２）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 
  実施要領書に定めるところによる。 
   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２６年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月１１日から平成２６年９月１６日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月８日頃 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（４）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１１） 
  イ 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
  ウ 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  エ 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
  オ 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 
  カ 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 
  キ 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６） 
（５）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４４２０１００２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区森の台地内舗装補修工事 

施工場所 
緑区寺山町１５０番地先から森の台７番地１地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，１２９ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２，７８７ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月２３日まで 

予定価格 ２８，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑 
  区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月１１日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時２１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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４２０１００２１ 

工事件名 緑区森の台地内舗装補修工事 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 
  るので留意すること。 
（２）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 
  実施要領書に定めるところによる。 
   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２６年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月１１日から平成２６年９月１６日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月８日頃 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（４）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３４０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区柏葉地内舗装補修工事 

施工場所 
中区柏葉１９番地先から麦田町１丁目２６番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，１６２ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，３６４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２２，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、中区、南区又は磯子区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月１１日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※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 １４３４０１００２５ 

工事件名 中区柏葉地内舗装補修工事 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 
  るので留意すること。 
（２）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 
  実施要領書に定めるところによる。 
   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２６年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月１１日から平成２６年９月１６日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月８日頃 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（４）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４２２０１００５４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
車両課事務所棟耐震補強及び外壁等補修工事 

施工場所 
神奈川区新浦島町２丁目４番地 

工事概要 

耐震壁増設工、外壁改修工、防水改修工 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２５，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、 
  青葉区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月１１日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 ９時１６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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２２０１００５４ 

工事件名 車両課事務所棟耐震補強及び外壁等補修工事 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 
  るので留意すること。 
（２）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 
  実施要領書に定めるところによる。 
   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２６年８月２９日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月１１日から平成２６年９月１６日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月８日頃 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（４）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４５５０１００１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南消防署蒔田消防出張所（仮称）新築工事（電気設備工事） 

施工場所 
南区宿町３丁目５４番５ 

工事概要 

ＲＣ造（一部Ｓ造）、地上３階建、延床面積７６８．４１ｍ２の建築工事に伴う電気設備 
工事一式 

工期 契約締結の日から平成２７年１２月２５日まで 

予定価格 ３１，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

最低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月１１日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１６日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時２２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７ 
 

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 １４５５０１００１６ 

工事件名 南消防署蒔田消防出張所（仮称）新築工事（電気設備工事） 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、１０（１０）及び１０（１１））に記載があ 
  るので留意すること。 
（２）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 
  実施要領書に定めるところによる。 
   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２６年９月２日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月１１日から平成２６年９月１６日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月８日頃 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文９による。 
（４）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の  
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第283号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「市道鉄砲場通線第7022号線（山手駅周辺地区）道路改良工事」ほか103件の工事について

、一般競争入札を行う。 

平成26年８月26日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお

いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和3 9年３月横浜市規則第5 9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（以下「入札取扱要綱」という。）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）（以下「有資格者名簿」という。）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（以下「指名停止等措置要綱」という。）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全て満たす者であること。 

なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

 ア 主たる営業所の所在地 

   有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

 イ 優良工事表彰事業者 

   横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

 ウ 工事成績 

   工事ごとに入札参加資格として定めた工種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７条及び

横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する電子入札システム（横浜市契約規則第

２条第３号の電子入札システムをいう。以下同じ。）に登録された評定点（工事ごとに定める期間内

に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象とする。また、最新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう。 

 エ 発注者別評価点（主観点） 

   平成25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果通知における工種ごとの発注者別評価点（主観点）

をいう。 

 オ 横浜型地域貢献企業 

   横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

 カ 建設機械所有事業者 

   ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー

クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル又は振動ローラーを所有してい

る者又は長期の賃貸借契約（契約期間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年を超える賃貸

借契約に限る。）をしている者をいう。  

 キ 災害協力事業者 

   災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

(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、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（以下「入札参加要領」という

。）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、６(1)ただし書きの定めにより

入札保証金の納付を求める場合及び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
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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８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108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、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

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) 有資格者名簿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 

(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) の定めに従わない工事費内

訳書の提出をした者が行った入札 

(5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る

説明書４の各号に該当する入札 

(6) 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 

(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 

(8) 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 

(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 

(10) 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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者

に通知する。 

(2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者

のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ

た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する
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積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ

り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 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。 

(5) (4)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最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者

のうち最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、(4) 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) (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、工事ごとに定める提出書類を、落札候

補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連

絡した日）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。 

(7) (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。 

(8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要

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最低制限価格以上の価格をもって入札し

た他の者のうち最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。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ

る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、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。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に定めるほか、工事ごとに定める。 

(2) 契約保証金の要否については、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、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以内の額を支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定

する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工事ごとに定め

る前金払の方法が「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うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定

する認定を受けたときには、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、工事ごとに定める

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。 
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(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) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第

１項の規定により、一般競争参加停止及び指名停止措置を行う。 

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 

ただし、開札日が同一週にある政府調達協定の対象となる工事以外の複数の工事（工事契約の入札

に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱による疑義申立てがあった工事を除く。以下「一連の工

事」という。）の落札候補者等となった有資格者が、一連の工事のうち、入札公告又は指名通知書に

定める開札予定日時が最も遅いものから順に落札者となることを辞退した場合は、停止措置に該当し

ない。この場合においても、一連の工事の全部又は一部について、次のいずれかに該当するときは停

止措置に該当する。  

(ｱ) 落札候補（予定）者通知書の送付日の翌開庁日の17時を経過した後に正当な理由なく辞退したと

き。 

(ｲ) 一般競争入札（条件付）において、期間内に提出すべき資格確認書類の提出後に正当な理由なく

辞退したとき。 

(ｳ) 入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も早い工事について正当な理由なく辞退した

とき。 

イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

(8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、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落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代理

人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、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、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ

れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が

2,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は5,000万円）未満のとき。 

イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方

消費税相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であるとき。 

ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）の合計が5,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の

工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であること。 

なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない

旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）が2,500万円（工種「建築」の場合は5,000万円）以上となった工事請負契約につい

ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

(10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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最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最高

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、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。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

(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し、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) 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
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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

。 

(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

、入札取扱要綱、運用基準、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 １４１２０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道鉄砲場通線第７０２２号線（山手駅周辺地区）道路改良工事 

施工場所 
中区大和町２丁目５１番地１地先 

工事概要 

Ｌ型側溝工一式、防護柵（転落防止柵）設置工Ｌ＝５６ｍ、自転車ラック設置工一式、透 
水性インターロッキングブロック工２５９ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１８日まで 

予定価格 ４２，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区、南区、磯子区、金沢区又は栄区内のいずれ 
  かであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９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 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 道路局企画課 電話 ０４５－６７１－２７９２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３７０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道青砥上星川保土ケ谷区上菅田町地内道路改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区上菅田町６９９番地先から７４４番地先まで 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝２７ｍ、信号機移設工一式、アスファルト舗装工１１３ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１０日まで 

予定価格 ２６，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、港北区、青葉区又は都 
  筑区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３８０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道上白根第９９号線白根六丁目地区道路改良工事 

施工場所 
旭区白根六丁目２４番９号地先 

工事概要 

プレキャスト擁壁設置工Ｌ＝５１ｍ、コンクリートブロック積工９４ｍ２、アスファルト 
舗装工５８０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 ２６，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、旭区、緑区、戸塚区、泉区又は瀬谷区内のいず 
  れかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３０４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区青葉区あざみ野地区下水道再整備工事（その２） 

施工場所 
青葉区あざみ野三丁目１２番地５４地先から２２番地５地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１３０か所） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ４０，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、港北区、青葉区又は都 
  筑区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時１１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭建設工事・下水道整備工 

施工場所 
中区南本牧２番地 

工事概要 

ポリエチレン管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１００ｍｍ、Ｌ＝３２．８ｍ）、コンクリート製 
真空弁ユニット（２弁式）設置工１基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１０月３１日まで 

予定価格 ５，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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又はＣ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時１７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 
（３）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 港湾局建設第二課 電話 ０４５－６７１－０８２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０２８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区地域防災拠点（馬場小ほか）流末枝線管きょ耐震化工事 

施工場所 
鶴見区馬場七丁目１６番１５号地先から１８号地先までほか２か所 

工事概要 

埋戻し土置換工（Φ６００ｍｍ、Ｌ＝３４．５ｍ）、塩ビ管布設工（Φ５００ｍｍ、Ｌ＝ 
３ｍ）、管きょ更生工（反転工法又は形成工法、Φ５００～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝９．５ 
ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 １２，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区又は神奈川区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５３７ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３２０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、２０か所）、人孔修繕工２０か所、雨 
水桝修繕工５か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 １８，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、神奈川区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時４３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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３２０１００２９ 

工事件名 
神奈川土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   神奈川土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その１） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３２０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内下水道修繕・整備工事 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１０か所）、塩ビ管修繕工（Φ２５０ 
ｍｍ、Ｌ＝４ｍ）、人孔修繕工３３か所、雨水桝修繕工５か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１８日まで 

予定価格 １８，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、神奈川区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時５０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０２８９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区地域防災拠点（南神大寺小ほか）流末枝線管きょ耐震化工事 

施工場所 
神奈川区神大寺二丁目３９番２２号地先から３９番１９号地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ３００～Φ４００ｍｍ、Ｌ＝２７ｍ）、埋戻し置換工（Φ１，１００ 
ｍｍ、Ｌ＝２２．２ｍ）、管きょ更生工（反転工法又は形成工法、Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝ 
８．４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１４日まで 

予定価格 ９，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、神奈川区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時４８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０２７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区塚越地区下水道工事 

施工場所 
中区塚越９番地２０地先から９番地３０地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ６００ｍｍ、Ｌ＝１１５．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１５日まで 

予定価格 ２０，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区又は南区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時１８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２４０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本郷町３丁目地区狭あい道路拡幅整備工事 

施工場所 
中区本郷町３丁目７６番４地先から９３番１地先まで 

工事概要 

掘削工一式、アスファルト舗装工２９０ｍ２、雨水枡設置工４か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２０日まで 

予定価格 １０，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区又は南区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時２２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 都市整備局防災まちづくり推進課 電話 ０４５－６７１－２７０４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３４０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内道路整備工事・挟あい道路拡幅整備工事（その２） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝７８ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、雨水桝設置工４か所、アスファルト舗装 
工２４０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 ８，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区又は南区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時０３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 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 １４３４０１００２２ 

工事件名 中土木管内道路整備工事・挟あい道路拡幅整備工事（その２） 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   中土木管内道路整備工事・挟あい道路拡幅整備工事（その１） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３５０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区永田東二丁目地内ほか１か所階段補修工事 

施工場所 
南区永田東二丁目３９番２号地先ほか１か所 

工事概要 

Ｕ形側溝工Ｌ＝２１．６ｍ、転落防止柵設置工Ｌ＝１９．７ｍ、コンクリート打設工３９ 
ｍ３、アスファルト舗装工１２ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月２０日まで 

予定価格 １４，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、中区又は南区内のいずれかであること。 
（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であること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの間の最新月に完成した工種 
   「土木」に係る工事成績が７５点以上の者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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） （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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時１２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 
 

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

 



横浜市報調達公告版 

第72号 平成26年８月26日発行 

42 

 

契約番号 １４５５０１００１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区八幡町防火水槽撤去工事 

施工場所 
南区八幡町４４番地 

工事概要 

防火水槽撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１６日まで 

予定価格 １１，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、中区又は南区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時５２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３５０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、８か所）、塩ビ管取付管布設工（Φ 
１５０～Φ２００ｍｍ、８か所）、雨水桝修繕工２か所、接続桝設置工８か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

予定価格 １０，４５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、中区又は南区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時１３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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３５０１００２４ 

工事件名 
南土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   南土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その１） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３５０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内下水道修繕工事（その４） 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝４ｍ）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ 
ｍｍ、１０か所）、人孔修繕工１０か所、雨水桝修繕工１か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ８，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、中区又は南区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時２０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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３５０１００２５ 

工事件名 
南土木管内下水道修繕工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 南土木管内下水道修繕工事（その６） 
  イ 南土木管内下水道修繕工事（その１） 
  ウ 南土木管内下水道修繕工事（その２） 
  エ 南土木管内下水道修繕工事（その３） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３６０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内下水道修繕・整備工事（その２） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１４か所）、塩ビ管布設工（Φ２５０ 
ｍｍ、Ｌ＝２０ｍ）、人孔修繕工２４か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 １２，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時２３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※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 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３６０１００２４ 

工事件名 
港南土木管内下水道修繕・整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   港南土木管内下水道修繕・整備工事（その１） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３９０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その７） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝１１０ｍ、雨水枡設置工２３か所、アスファルト舗装工５８０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 １８，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、中区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時４６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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３９０１００２６ 

工事件名 
磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その１） 
  イ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 
  ウ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４） 
  エ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その５） 
  オ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その６） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４２１０１０２８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区幸浦地区人孔蓋再整備工事（その３） 

施工場所 
金沢区福浦一丁目８番地先から９番地先まで 

工事概要 

人孔調整工４７か所 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １６，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０２８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区幸浦地区人孔蓋再整備工事（その５） 

施工場所 
金沢区幸浦二丁目２番地先から１３番地先まで 

工事概要 

人孔調整工５１か所 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １５，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（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であること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの間の最新月に完成した工種 
   「土木」に係る工事成績が７５点以上の者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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） （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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－２８６１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０２８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区幸浦地区人孔蓋再整備工事（その６） 

施工場所 
金沢区福浦一丁目１０番地先から１２番地先まで 

工事概要 

人孔調整工４６か所 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １５，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９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 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４００１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内下水道修繕工事（その３） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１０ｍ）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～ 
Φ２００ｍｍ、１２か所）、人孔修繕工２５か所、雨水桝修繕工２か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 １４，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時４７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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４００１００２８ 

工事件名 
金沢土木管内下水道修繕工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 金沢土木管内下水道修繕工事（その８） 
  イ 金沢土木管内下水道修繕工事（その１） 
  ウ 金沢土木管内下水道修繕工事（その２） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４２１０１０２８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区幸浦地区人孔蓋再整備工事（その４） 

施工場所 
金沢区幸浦二丁目１２番地先から１３番地先まで 

工事概要 

人孔調整工５２か所 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １４，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０２８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区幸浦地区人孔蓋再整備工事（その２） 

施工場所 
金沢区幸浦二丁目１７番地６地先から福浦二丁目１番地９地先まで 

工事概要 

人孔調整工４５か所 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １４，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９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 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４００１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝５０ｍ、雨水枡設置工５か所、アスファルト舗装工４３０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ９，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時４８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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４００１００２９ 

工事件名 
金沢土木管内道路整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 金沢土木管内道路整備工事（その６） 
  イ 金沢土木管内道路整備工事（その１） 
  ウ 金沢土木管内道路整備工事（その２） 
  エ 金沢土木管内道路整備工事（その３）  
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４２１０１０２９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター樋管等補修工事 

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号ほか４か所 

工事概要 

樋管等補修工一式、場内道路整備工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 １３，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４１０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内道路整備工事（その７） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

路盤工８０ｍ２、Ｌ形側溝工Ｌ＝６０ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝１０ｍ、アスファルト舗装工 
４００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１６日まで 

予定価格 ９，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時０１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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４１０１００４４ 

工事件名 
港北土木管内道路整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 港北土木管内道路整備工事（その１１） 
  イ 港北土木管内道路整備工事（その１） 
  ウ 港北土木管内道路整備工事（その２） 
  エ 港北土木管内道路整備工事（その３） 
  オ 港北土木管内道路整備工事（その４） 
  カ 港北土木管内道路整備工事（その５） 
  キ 港北土木管内道路整備工事（その６） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４２１０１０２８６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上山白山特別緑地保全地区法面整備工事（その２） 

施工場所 
緑区白山三丁目地内 

工事概要 

基盤整備工一式、設備工一式、園路広場整備工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 １５，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、緑区、青葉区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時４６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４２０１００２０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区岩川河川水路維持工事 

施工場所 
緑区長津田町５１４４番地先からいぶき野８２番地６地先まで 

工事概要 

掘削工３０ｍ３、河床埋戻工６５ｍ３、かごマット工１６０ｍ２、除草工５００ｍ２ ほ 
か 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１６日まで 

予定価格 ６，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、緑区、青葉区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時１０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４３０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その６） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝５０ｍ、雨水桝設置工４か所、アスファルト舗装工１，１６５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １７，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、緑区、青葉区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時１１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 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 １４４３０１００３８ 

工事件名 
青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その１） 
  イ 青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 
  ウ 青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４） 
  エ 青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その５） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４４４０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道川和第３４４号線都筑区佐江戸町地内道路改良工事 

施工場所 
都筑区佐江戸町２２０番地先 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝１２４ｍ、雨水桝設置工７か所、集水桝設置工２か所、アスファルト舗装 
工３６０ｍ２ ほか   

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １１，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港北区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４４０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内河川水路維持工事（その２） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

水路しゅんせつ工１０ｍ３、除草工９，０００ｍ２、側溝清掃工Ｌ＝２００ｍ、Ｕ形側溝 
工Ｌ＝２１０ｍ  ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業又はとび・土工工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港北区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時２１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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４４０１００３６ 

工事件名 
都筑土木管内河川水路維持工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   都筑土木管内河川水路維持工事 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４４６０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内道路整備工事（その３） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝３７ｍ、人孔修繕工１２か所、アスファルト舗装工３８０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 １２，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、港南区、金沢区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時１１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 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 １４４６０１００２６ 

工事件名 
栄土木管内道路整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 栄土木管内道路整備工事（その５） 
  イ 栄土木管内道路整備工事（その１） 
  ウ 栄土木管内道路整備工事（その２） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４４５０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内道路整備工事（その７） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、路盤工３８０ｍ２、アスファルト舗装工５００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １０，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、戸塚区又は泉区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時２２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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４５０１００４３ 

工事件名 
戸塚土木管内道路整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 戸塚土木管内道路整備工事（その１２） 
  イ 戸塚土木管内道路整備工事（その１） 
  ウ 戸塚土木管内道路整備工事（その２） 
  エ 戸塚土木管内道路整備工事（その３） 
  オ 戸塚土木管内道路整備工事（その４） 
  カ 戸塚土木管内道路整備工事（その５） 
  キ 戸塚土木管内道路整備工事（その６） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４４５０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内河川水路維持工事（その３） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

しゅんせつ工３５０ｍ３、側溝清掃工Ｌ＝５０ｍ、除草工４００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 ９，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木又はとび・土工 

格付等級 【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】 

登録細目 【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業又はとび・土工工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、戸塚区又は泉区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時２３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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４５０１００４４ 

工事件名 
戸塚土木管内河川水路維持工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 戸塚土木管内河川水路維持工事（その６） 
  イ 戸塚土木管内河川水路維持工事（その１） 
  ウ 戸塚土木管内河川水路維持工事（その２） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４４８０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

ＬＵ形側溝工Ｌ＝１００ｍ、Ｌ形側溝工Ｌ＝７ｍ、集水桝設置工２か所、雨水桝設置工２ 
か所、アルファルト舗装工１７０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 １１，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、旭区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時２１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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４８０１００２６ 

工事件名 
瀬谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 瀬谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その１） 
  イ 瀬谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 
  ウ 瀬谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３４０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工７００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

予定価格 １２，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ、Ｂ又はＣ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区又は中区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時１０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 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 １４３４０１００２４ 

工事件名 
中土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 中土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
  イ 中土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  ウ 中土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３１０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区末広町１丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１番地先から２番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，９８４ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，６６２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月 ５日まで 

予定価格 ３０，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑 
  区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３６０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区港南台五丁目地内道路整備工事 

施工場所 
港南区港南台五丁目１５番１９号地先から２１番１０号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６２４ｍ２、不陸整正工１，６２４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１６日まで 

予定価格 ３９，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢 
  区、戸塚区、栄区又は泉区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時１７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４３０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区荏田西四丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
青葉区荏田西四丁目７番７地先から７番１１地先までほか１か所 

工事概要 

舗装敷均し転圧工３，７８０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２６，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑 

  区又は瀬谷区内のいずれかであること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時１２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 

  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 

  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３１０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区駒岡五丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
鶴見区駒岡五丁目５番２号地先から３１号地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，３１６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１６日まで 

予定価格 ２２，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、港北区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

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 １４３２０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区高島台地内ほか２か所道路整備工事 

施工場所 
神奈川区高島台２８番地先ほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，７６４ｍ２、不陸整正工２，３５８ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１８日まで 

予定価格 ２１，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区又は保土ケ谷区内のいずれかであるこ 
  と。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３２０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区三枚町地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区三枚町６００番地先から羽沢町１６３３番地先までほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，４６４ｍ２、アスファルト舗装工８３６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１６日まで 

予定価格 ２０，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区又は保土ケ谷区内のいずれかであるこ 
  と。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時５２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２４０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１中央地区歩行者通路整備工事 

施工場所 
西区桜木町７丁目１００番２ほか 

工事概要 

滑り止め舗装工２７０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１２日まで 

予定価格 ４，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：滑り止め舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時２３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 都市整備局ＭＭ２１推進課 電話 ０４５－６７１－３６１２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３７０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区仏向町地内舗装補修工事（その１） 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町１０５９番地先から１２６４番地先まで 

工事概要 

舗装打換工１，０９９ｍ２、区画線設置工Ｌ＝４１５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１２日まで 

予定価格 ２１，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、保土ケ谷区又は旭区内のいずれかであること。 
（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２４年度又は平成２５年度の土木・造園部門に係る優良工事表彰事業者であ 
   ること。    
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの間の最新月に完成した工種 
   「ほ装」に係る工事成績が７５点以上の者であること。  
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）入札参加資格その他（２）イの場合、工事 
完成検査結果通知書の写し 

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

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

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時１８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３７０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区仏向町地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町１３６９番地先から１５１５番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，５５０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，０７０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１１月１４日まで 

予定価格 １１，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、保土ケ谷区又は旭区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４１０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区新横浜二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
港北区新横浜二丁目６番３地先から１５番２０地先まで 

工事概要 

不陸整正工９４１ｍ２、インターロッキング舗装工７０６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２２，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時０３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４１０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区新羽町地内舗装補修工事 

施工場所 
港北区新羽町７９７番１地先から８１１番２地先まで 

工事概要 

舗装敷均し転圧工１，０８０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝６３３ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月 １日まで 

予定価格 ７，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４３０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区大場町地内舗装補修工事 

施工場所 
青葉区大場町３８５番地先から３７４番地先まで 

工事概要 

舗装打換工１，２７４ｍ２、切削オーバーレイ工８４４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２２，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、緑区、青葉区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時１３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４６０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄区元大橋二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
栄区元大橋二丁目２番２号地先から３２番１５号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３，２２３ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１１月２１日まで 

予定価格 １５，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、金沢区、戸塚区又は栄区内のいずれかであること。 
（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 建設機械所有事業者であること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの間の最新月に完成した工種 
   「ほ装」に係る工事成績が８０点以上の者であること。  
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）入札参加資格その他（２）アの場合、建設 
機械を所有していること又は長期の賃貸借契約をしていることが確認できる書類（売買契 
約書の写し、賃貸借契約書の写し等。）及び当該建設機械の写真（側面から撮影した全体 
が写っているもの。） （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２６年 ９月１６日（火）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１８日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１９日（金）午前 １０時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）本件工事は、建設機械所有事業者へのインセンティブ試行対象工事である。 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４６０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄区小菅ケ谷一丁目地内歩道整備工事 

施工場所 
栄区小菅ケ谷一丁目４番１号地先ほか１か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工３７７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １５，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、金沢区、戸塚区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時１３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４６０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄区小山台二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
栄区小山台二丁目３４番１５号地先から３６番２２号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，５２４ｍ２、不陸整正工１，５２４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１１月１１日まで 

予定価格 ８，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、金沢区、戸塚区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時１２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４５０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
一般国道１号戸塚区平戸一丁目地内舗装補修（切削）工事（夜間） 

施工場所 
戸塚区平戸一丁目１番７地先から１５番２５地先まで 

工事概要 

舗装敷均し転圧工１９６ｍ２、切削オーバーレイ工１，５１９ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月 ８日まで 

予定価格 １７，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、南区、戸塚区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４５０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
下倉田脇谷公園再整備工事 

施工場所 
戸塚区下倉田町１２２４番７ 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２９，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（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 工種「造園」に係る発注者別評価点（主観点）が８５点以上の者であること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの最新月に完成した工種「造 
   園」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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）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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時１０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 
 

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

 



横浜市報調達公告版 

第72号 平成26年８月26日発行 

97 

 

契約番号 １４２１０１０３００ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南一丁目特別緑地保全地区ほか１か所整備工事 

施工場所 
港南区港南一丁目１２２４番１ほか１か所 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２５，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（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であること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの最新月に完成した工種「造 
   園」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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）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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４８０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
三ツ境公園ほか１公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区三ツ境１７９番地２３ほか１か所 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月 ６日まで 

予定価格 ２４，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時２２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３８０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中希望が丘第六公園ほか２公園施設改良工事 

施工場所 
旭区中希望が丘１５５番１５地先ほか２か所 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ２１，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４６０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
桂台第一公園ほか１０公園施設改良工事 

施工場所 
栄区桂台西一丁目３６番ほか１０か所 

工事概要 

園路広場工、施設整備工、基盤整備工、施設改良工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １９，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３１０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日東浜公園再整備工事（１） 

施工場所 
鶴見区朝日町１丁目６１番１ 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ２５，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（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２４年度又は平成２５年度の土木・造園部門に係る優良工事表彰事業者であ 
   ること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの最新月に完成した工種「造 
   園」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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）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 なお、配置技術者・現 
場代理人（変更）届出書については、契約番号１４３１０１００３５番及び 
１４３１０１００３６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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時４０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 ０４５－５１０－１６７３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３１０１００３５ 

工事件名 日東浜公園再整備工事（１） 

入 
 
札 
 
に 
 
係 
 
る 
 
必 
 
要 
 
事 
 
項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１４３１０１００３６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１４３１０１００３５番及び１４３１０１００３６ 
  番の合計金額を契約番号１４３１０１００３５番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  全ての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件に 
  ついては、当該合併入札に係る全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、入札にあたっては、契約番号          
  １４３１０１００３５番の工事に対して行い、金額は全ての工事の合計金額を記載  
  すること。 
（３）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、次の事項につ 
  いて留意すること。 
  ア 入札にあたっては、本件合併入札に係る全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、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること（公告本文３   
   （４）を参照）。 
  イ 横浜市が特に認める場合を除き、落札候補（予定）者通知書の送付日において、 
   工事現場に現場代理人を常駐させることが確認できない者は、本件合併入札に係る 
   全ての工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
  ウ 落札候補（予定）者通知書の送付日において、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最高請負実績額が本件合併入札に係る全ての工事費の合計の 
   ６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件合併入札に係る全ての工事費の合 
   計の８割に満たない者は、本件合併入札に係る全ての工事の契約を締結できない  
   （公告本文８（１０）を参照）。 
（４）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の  
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３１０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日東浜公園再整備工事（２） 

施工場所 
鶴見区朝日町１丁目６１番１ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、施設改良工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１４３１０１００３５番に記載する。  

その他 

契約番号１４３１０１００３５番に記載する。 

提出書類 

契約番号１４３１０１００３５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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号１４３１０１００３５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１４３１０１００３５番に記載する。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２４０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１中央地区みなとみらい３号線植栽工事（その２） 

施工場所 
西区みなとみらい二丁目２番地先から３番地先まで 

工事概要 

植栽工（高木植栽工１本、低木植栽工２，０２７本、地被類植栽工 ４，２９０鉢） ほ 
か 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１９日まで 

予定価格 １５，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区又は栄区内 
  のいずれかであること。 
（２）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９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  該当する 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 都市整備局ＭＭ２１推進課 電話 ０４５－６７１－３６１２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４００１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

園路広場修繕工、施設修繕工、基盤修繕工、植栽修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ８，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区又は栄区内 
  のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４００１００３０ 

工事件名 
金沢土木管内公園施設修繕工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 金沢土木管内公園施設修繕工事（その５） 
  イ 金沢土木管内公園施設修繕工事（その１） 
  ウ 金沢土木管内公園施設修繕工事（その２） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４２４０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２６年度新横浜駅北口西広場改修工事 

施工場所 
港北区新横浜二丁目１番地先 

工事概要 

園路広場整備工、基盤整備工、植栽工（高木移植工８本、低木移植工５２２本） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ５，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、港北区、緑区、青葉区又は都筑区内のいずれか 
  であること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時５３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 都市整備局都市交通課 電話 ０４５－６７１－３５１２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３０１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東俣野中央公園一部施設改良工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町８６４番地 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１９日まで 

予定価格 ９，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、戸塚区、泉区又は瀬谷区 
  内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時０３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４８０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷中央公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区本郷二丁目２８番地４ 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 １７，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、戸塚区、泉区又は瀬谷区 
  内のいずれかであること。 
（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であること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの最新月に完成した工種「造 
   園」に係る工事成績が７５点以上の者であること。 
（３）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（４）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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） （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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時２３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３５０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区平楽地内植栽工事 

施工場所 
南区平楽１０４番２９号地先から中区大平町７１番４号地先まで 

工事概要 

植栽工（高木植栽工３本）、植栽基盤工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３１日まで 

予定価格 ７，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区又は栄区内 
  のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時２１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３０２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部公園緑地事務所管内公園施設修繕工事（その２） 

施工場所 
北部公園緑地事務所管内一円 

工事概要 

園路広場修繕工、施設修繕工、基盤修繕工、植栽修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２６日まで 

予定価格 ４，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、 
  青葉区又は都筑区のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時１０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 免除 

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

注意事項 

※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 １４２１０１０３０２ 

工事件名 
北部公園緑地事務所管内公園施設修繕工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   北部公園緑地事務所管内公園施設修繕工事（その１） 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４７１０１０２０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
盲特別支援学校屋内運動場等吊り天井改修工事（建築工事） 

施工場所 
神奈川区松見町１丁目２６番地 

工事概要 

屋内運動場吊り天井改修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ３５，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、 
  青葉区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時５３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

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 １４２２０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷工場開口部改修工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地 

工事概要 

開口部改修工 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１２日まで 

予定価格 ２，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、旭区、港北区、緑区、 
  青葉区、都筑区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時１２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区寿老橋塗装工事 

施工場所 
神奈川区宝町１番地先 

工事概要 

塗装工２，３１９ｍ２、足場工一式       

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ２４，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３１０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区豊岡歩道橋塗装塗替工事 

施工場所 
鶴見区豊岡町２５番１号地先 

工事概要 

塗装塗替工７２６ｍ２、貼紙防止塗装工５．７ｍ２、側板工一式、足場工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月 ５日まで 

予定価格 １２，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時４２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

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 １４２３０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭プール室内プール槽等改修工事 

施工場所 
旭区白根二丁目３３番１号 

工事概要 

プール槽等塗替塗装工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２６日まで 

予定価格 １０，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、南区、保土ケ谷区、旭区、緑区、青葉区、都筑区又は瀬 
  谷区内のいずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時２１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３５０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区通町歩道橋塗装工事 

施工場所 
南区通町４丁目７７番地先 

工事概要 

塗替塗装工６３７ｍ２、足場工一式  

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２６日まで 

予定価格 ８，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時２２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭照明鉄塔塗装改修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭構内 

工事概要 

塗装工１８１ｍ２、足場工一式 ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ２，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、西区、中区又は港北区内のいずれか 
  であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６４１－７９６６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３２０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝２，６７０ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工２９０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

予定価格 ４，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時５１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３２０１００３１ 

工事件名 
神奈川土木管内区画線設置工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   神奈川土木管内区画線設置工事 
（３）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」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 １４３６０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区曲田橋ほか３橋補修工事 

施工場所 
港南区笹下四丁目３番２号地先ほか３か所 

工事概要 

曲田橋（壁高欄補修工、高欄塗装工３８ｍ２ ほか）、永野新橋（高欄設置工１４．５４ 
ｍ）、吉原橋（高欄補強工、高欄塗装工４３ｍ２）、新吉原橋（高欄設置工４６．６７ｍ 
） 

工期 契約締結の日から平成２６年１１月２８日まで 

予定価格 １８，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３４０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旧北方老人憩いの家解体工事 

施工場所 
中区北方町１丁目４６番１３ 

工事概要 

老人憩いの家解体・撤去工、蔵解体・撤去工、外構解体・撤去工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１２日まで 

予定価格 １１，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 - 

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工工事業又は建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １１時１１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新羽ポンプ場電気機械棟改築工事（電気設備工事） 

施工場所 
港北区新羽町７４５番地 

工事概要 

外壁改修工、屋上防水改修工、建具改修工 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 ４０，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時５３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
県道丸子中山茅ヶ崎第１２０３号線照明灯改修工事（その２） 

施工場所 
旭区矢指町１１９４番地先から１１９７番地先まで 

工事概要 

トンネル照明器具撤去工１２４台、トンネル照明器具取付工７６台、コンクリートポール 
建柱工１基、自立分電盤設置工１面 ほか 

工期 契約締結の日から１６０日間 

予定価格 ３８，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 
（３）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２４０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見駅東口駅前広場再整備工事（その５）（交通安全施設工） 

施工場所 
鶴見区鶴見中央一丁目３３番２ 

工事概要 

交通安全施設工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１８日まで 

予定価格 ２８，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：信号設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時２１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 都市整備局市街地整備推進課 電話 ０４５－６７１－３７９９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川水再生センター入江川送水用電磁流量計等計装設備修理工事 

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地 

工事概要 

電磁流量計等修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 ６，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）平成１１年４月１日以降に完成した、計装設備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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時５２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 
（３）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 環境創造局神奈川水再生センター 電話 ０４５－４５３－２６４１ 
 

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 １４１２０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢シーサイドライン延伸工事（その１） 

施工場所 
金沢区瀬戸２番地先 

工事概要 

交通安全施設工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２６日まで 

予定価格 １１，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：信号設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区道路照明灯補修その他工事 

施工場所 
金沢区六浦東三丁目１番地先から２番地先までほか１か所 

工事概要 

道路照明灯建替工２基、照明灯具交換工１基、道路照明灯設置工２基 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１５日まで 

予定価格 ２，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）平成１１年４月１日以降に完成した、建柱車又はクレーン（移動式を含む。）を用 
  いた電気設備工事（照明灯、道路照明設置工事等）の元請としての施工実績を有する 
  こと。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時４２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その３２） 

施工場所 
栄区桂町６８４番２地先から中野町１６番１地先まで 

工事概要 

道路照明灯設置工８基、道路照明灯撤去工６基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１８日まで 

予定価格 ８，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）平成１１年４月１日以降に完成した、建柱車又はクレーン（移動式を含む。）を用 
  いた電気設備工事（照明灯、道路照明設置工事等）の元請としての施工実績を有する 
  こと。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時４１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚・泉・栄区道路照明灯補修その他工事 

施工場所 
戸塚区汲沢二丁目６番地先ほか１４か所 

工事概要 

道路照明灯新設工３基、照明灯建替工４基、引込柱建替工４基、分電盤交換６面、ＬＥＤ 
中型灯器具交換１００基 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ２１，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）平成１１年４月１日以降に完成した、建柱車又はクレーン（移動式を含む。）を用 
  いた電気設備工事（照明灯、道路照明設置工事等）の元請としての施工実績を有する 
  こと。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３１１ 

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第二受泥槽照明等設備工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の１ 

工事概要 

電灯設備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 １８，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、西区、中区又は保土ケ谷区内のいず 
  れかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局下水道設備課 電話 ０４５－６７１－３５７２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３１５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧市民公園再整備工事（電気設備工事） 

施工場所 
中区本牧三之谷５９番 

工事概要 

照明設備工一式、受変電設備工一式、電線管路工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ８，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時１０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南ひまわりトンネルジェットファン撤去その他工事 

施工場所 
港南区笹下七丁目３番地先から日野中央一丁目３番地先まで 

工事概要 

変圧器盤改修工一式、ジェットファン撤去工４台 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 １１，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区又は泉区 
  内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金井公園再整備工事（その６）（電気設備工事） 

施工場所 
栄区金井町３１５番２ 

工事概要 

照明設備工一式、受変電設備工一式、電線管路工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２５日まで 

予定価格 ９，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時０３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２６０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
ＬＥＤ防犯灯設置工事（南部） 

施工場所 
南区・港南区・旭区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区 

工事概要 

防犯灯設置工５２９灯、防犯灯撤去工２２４灯 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ２１，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、南区、港南区、旭区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、 
  泉区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時２２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 市民局地域防犯支援課 電話 ０４５－６７１－３７０９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２６０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
ＬＥＤ防犯灯設置工事（北部） 

施工場所 
鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ケ谷区・港北区・緑区・青葉区・都筑区 

工事概要 

防犯灯設置工５４１灯、防犯灯撤去工２０６灯 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ２１，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、港北区、 
  緑区、青葉区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時２３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 市民局地域防犯支援課 電話 ０４５－６７１－３７０９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
潮田公園ほか２１公園時計整備工事 

施工場所 
鶴見区向井町２丁目７１番地ほか２１か所 

工事概要 

時計新設工２０基、時計更新工５基、時計撤去工５基 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 １５，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３１２ 

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場内監視装置等修理工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

工事概要 

監視装置工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 ７，６５９，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気通信工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局北部下水道センター 電話 ０４５－５０３－０２０１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２２０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西事務所ほか１か所構内交換機更新工事 

施工場所 
西区浜松町１１番地４ほか１か所 

工事概要 

電話交換機更新工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１１月２８日まで 

予定価格 ３，１０２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：電話工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気通信工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２３０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業技術支援センター空調設備更新工事（３期） 

施工場所 
金沢区福浦一丁目１番地１ 

工事概要 

空調設備更新工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ３６，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時１３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９８０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２８０１０００３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ空調機更新工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地２ 

工事概要 

空調機更新工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ５，０９８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑 
  区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２３０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑プール空調機更新工事 

施工場所 
都筑区葛が谷２番２号 

工事概要 

空調機更新工一式  

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１３日まで 

予定価格 １７，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（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２４年度又は平成２５年度の設備部門に係る優良工事表彰事業者であるこ  
   と。    
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの間の最新月に完成した工種 
   「管」に係る工事成績が７５点以上の者であること。  
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０２９７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区地域防災拠点（浅間台小ほか）流末枝線管きょ耐震化工事（その２） 

施工場所 
西区浅間町３丁目２０４番地１３地先から１８４番地先までほか３か所 

工事概要 

管きょ更生工（反転工法又は形成工法、Φ３００ｍｍ～Φ５００ｍｍ、Ｌ＝１７１．２ｍ 
） 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１９日まで 

予定価格 ２１，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法  
  （反転工法又は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法に 
  ついて実施権の許諾を受けていること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）下水道管きょ更生工法に関する団体に属し 
ていること、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会 
員証明証又は実施権に関する契約書の写し等） 

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

入札期間 
平成２６年 ９月 ４日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午前 １０時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９７３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２２０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
資源循環局都筑工場灰クレーン油圧バケット更新工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

灰クレーン油圧バケット更新工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２３日まで 

予定価格 ３５，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：クレーン工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時１１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センターろ過水送水配管修理工事 

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号 

工事概要 

ろ過水送水配管修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 １６，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時５０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子ポンプ場Ｎｏ．１３沈砂かき揚げ機修理工事 

施工場所 
磯子区磯子二丁目２９番１９号 

工事概要 

沈砂かき揚げ機修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１０日まで 

予定価格 １５，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又はその他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時４３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第一水再生センター元宮ポンプ所ダミー冷却水配管等修理工事 

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番１号 

工事概要 

配管・弁類交換工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ８，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １０時５１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

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

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２２０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場排ガス処理設備等補修工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

３号炉バグフィルターコンベヤ補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１６日まで 

予定価格 ４，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時１２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２２０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見資源化センターコンベヤ補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地１ 

工事概要 

可燃物集合コンベヤ補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２６日まで 

予定価格 ２，４２４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月 ９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１０日（水）午前 １１時１３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第284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 26 年８月 26 日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

 ア 小学校校務用コンピュータＡ 一式の借入 

 イ 小学校校務用コンピュータＢ 一式の借入 

 ウ 小学校校務用コンピュータＣ 一式の借入 

 エ 中学校校務用コンピュータＡ 一式の借入 

 オ 中学校校務用コンピュータＢ 一式の借入 

  (2) 物品の特質等 

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

第１号アからオまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

 ア 借入期間（平成 26年度分） 

平成 27 年２月１日から平成 27 年３月 31 日まで 

イ 総借入期間 

平成 27 年２月１日から平成 32 年１月 31 日まで 

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

 (4) 借入場所 

   第１号アからオまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 横浜市立末吉小学校ほか 112 か所（詳細は、入札説明書による。） 

イ 横浜市立星川小学校ほか 125 か所（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 横浜市立日吉台小学校ほか 104 か所（詳細は、入札説明書による。） 

エ 横浜市立市場中学校ほか 87 か所（詳細は、入札説明書による。） 

オ 横浜市立共進中学校ほか 60 か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号アからオまでに掲げる借入物品ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間にお

ける賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成 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「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。 

  (3) 平成 26 年９月４日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る賃貸借契約について１年を超える履行実績を有する者で

あること。 

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

３ 入札参加の手続 

    当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
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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 26 年９月４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) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

    〒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） 

(4) 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） 

      小野 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 26 年９月 30 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 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局指導部指導企画課（共立関内ビル６階） 

電話 045(671)3777（直通） 

７ 入札及び開札 

(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 26 年 10 月３日から平成 26 年 10 月７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、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 26 年 10 月８日午後１時 

(ｲ) 入札場所 

    中区港町１丁目１番地 

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 26 年 10月７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 26 年 10 月８日午後１時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
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  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

 この契約は地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約であるため、本件契約の締結日の属する

年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除された場合は、横浜市

は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  
①Leasing of computers (A area), for elementary school. 

②Leasing of computers (B area), for elementary school. 

③Leasing of computers (C area), for elementary school. 

④Leasing of computers (A area), for junior high  school. 

⑤Leasing of computers (B area), for junior high  school. 
(2) Deadline for the tender: 1:00 p.m.,8 October,2014 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第285号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「雨水桝蓋 1,400枚」ほか15件の契約について、一般競争入札を行う。 
平成26年８月26日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

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）（以下「有資格者名簿」とい

う。）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（休日等を除く。）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８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 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
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(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、最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最低

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、「最低」は「最高」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最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最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最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最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最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最低制限価格制度適用案件において最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、休日等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
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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最低の価格

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 １４１２０２００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
雨水桝蓋 １，４００枚 

納入／履行場所 
鶴見区鶴見土木事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から９０日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 鋼材 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 道路局維持課 
  

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72号 平成26年８月26日発行 

158 

 

契約番号 １４１２０３００７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市計画道路羽沢池辺線事業用地除草業務委託（その２） 

納入／履行場所 
神奈川区羽沢南二丁目３６５番地から緑区鴨居町８０７番地まで 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １４１７０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市民ギャラリー展示用収蔵美術作品運送業務委託 

納入／履行場所 
横浜市民ギャラリーほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１１月１４日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と、準市内業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 文化観光局文化振興課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０２０２５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
業務用無線機（モトローラ・ソリューションズ） １３台ほか 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立よこはま動物園 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０２７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター等防災設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０２７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
太尾ポンプ場等脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局太尾ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月２６日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局港北水再生センター 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０２７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区ほか１区市有緑地等維持業務委託 

納入／履行場所 
緑区三保町５００番地（三保市民の森ほか） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １４２２０３０１３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場造園管理委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ２月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局旭工場 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２５０２００７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
１６ＧＢ増設メモリボード（日本電気） ２０枚ほか 製品指定 

納入／履行場所 
総務局ＩＴ活用推進課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 総務局ＩＴ活用推進課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０２０２９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
五徳 １５３個 

納入／履行場所 
横浜市北部斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械器具・工具類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３００８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚斎場排ガス等定期測定委託 

納入／履行場所 
横浜市戸塚斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

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有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と、準市内業者及び市外業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３００８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山斎場排ガス等定期測定委託 

納入／履行場所 
横浜市久保山斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

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有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と、準市内業者及び市外業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４３３０３００１７ 

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 

納入／履行場所 
西区浅間町１丁目 青木浅間線 ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １４４４０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
江川雨水調整池維持管理委託（その２） 

納入／履行場所 
都筑区池辺町３２７７番地先から川向町１２６６番地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月２７日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １４４６０３００２３ 

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６） 

納入／履行場所 
栄区内公園緑地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １４７１０３０１６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平成２７年「成人の日」を祝うつどい警備・誘導委託 

納入／履行場所 
横浜アリーナほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成２１年４月１日以降に元請として履行した実績を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局生涯学習文化財課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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横浜市調達公告第286号 

特定調達契約の落札者等の決定 

特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

平成26年８月26日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市副市長 柏 崎   誠 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関す

る事務を担

当する部課

の名称及び

所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意

契 約

の 理

由 

１ はしご付消防自

動車 １台の製

造 

財政局契約

部契約第二

課 

中区港町１

丁目１番地 

 

平 成 26

年 ６ 月

24日 

株式会社モリタ東

京営業部 

東京都港区西新橋

３丁目25番31号 

円 

112,860,000 

一 般 競

争入札 

平 成 26

年 ５ 月

13日 

－ 

２ 水槽付消防車ぎ

装 ７台の製造 

同 同 株式会社畠山ポン

プ製作所 

静岡県沼津市東間

門２丁目１番地５ 

 

147,420,000 

同 同 － 
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横浜市調達公告第287号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成26年８月26日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関す

る事務を担

当する部課

の名称及び

所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 白 灯 油  約

90,000リットル

の購入 

財政局契約

部契約第二

課 

中区港町１

丁目１番地 

平 成 26

年 ６ 月 

18日 

株式会社豊商会 

西区高島一丁目

４番12号 

円 

8,067,600 

一 般 競

争入札 

平 成 26

年 ５ 月

７日 

－ 

２ 白 灯 油  約

150,000リットル

の購入 

同 同 株式会社サンオ

ータス 

港北区新横浜二

丁目４番地15 

 

13,510,800 

同 同 － 

３ 白 灯 油  約

470,000リットル

の購入 

同 同 株式会社シブヤ

エネックス 

港南区最戸一丁

目21番31号 

 

42,029,280 

同 同 － 

４ 航空機用ジェッ

ト燃料（ＪＥＴ 

Ａ － １ ）  約

66,000リットル

の購入 

同 同 マイナミ空港サ

ービス株式会社 

東京都港区元赤

坂１丁目７番８

号 

 

7,983,360 

同 同 － 

５ 化学消防車（Ⅰ

型）シャシ  ２

台の購入 

同 平 成 26

年 ６ 月 

24日 

横浜日野自動車

株式会社 

藤沢市西富730番

地１ 

 

21,924,000 

同 平 成 26

年 ５ 月

13日 

－ 

６ 水槽付消防車シ

ャシ ７台の購

入 

同 同 いすゞ自動車首

都圏株式会社直

販部 

保土ケ谷区権太

坂三丁目８番16

号 

 

71,820,000 

同 同 － 

７ 化学消防車（Ⅰ

型）ぎ装 ２台

の製造 

同 同 ジーエムいちは

ら工業株式会社

東京営業所 

東京都台東区浅

草橋５丁目４番

２号横山ビル 

 

60,480,000 

同 同 － 
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８ 水難救助車 １

台の製造 

同 同 日本機械工業株

式会社本社営業

部 

東京都八王子市

中野上町２丁目

31番１号 

 

45,252,000 

同 同 － 

９ 小型ごみ収集車

（回転板式）（

その３）10台の

借入 

同 

 

同 住友三井オート

サービス株式会

社横浜支店 

西区みなとみら

い二丁目３番５

号 

 

528,120 

同 同 － 

10 小型ごみ収集車

（回転板式）（

その４）10台の

借入 

同 同 日本カーソリュ

ーションズ株式

会社横浜支店 

西区北幸二丁目

８番４号 

 

3,460,320 

同 同 － 

11 小型ごみ収集車

（破砕式）（そ

の１）６台の借

入 

同 同 同  

1,645,920 

同 同 － 

12 小型ごみ収集車

（破砕式）（そ

の２）９台の借

入 

同 同 同  

2,468,880 

同 同 － 

13 

 

小型ごみ収集車

（破砕式）（そ

の３）９台の借

入 

同 同 同  

2,468,880 

同 同 － 

14 小型ごみ収集車

（破砕式）（そ

の４）６台の借

入 

同 同 同  

822,960 

同 同 － 

15 小型ごみ収集車

（破砕式）（そ

の５）９台の借

入 

同 同 同  

1,234,440 

同 同 － 

16 

 

ハイブリット小

型ごみ収集車（

破砕式）10台の

借入 

同 同 同  

1,420,200 

同 同 － 

17 大型コンテナ輸

送車 ２台の借

入 

同 同 同  

327,240 

同 同 － 

18 小型平ボディー

車（その１）６

台の借入 

同 同 同  

1,185,840 

同 同 － 
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19 小型平ボディー

車（その２）６

台の借入 

同 同 同  

1,185,840 

同 同 － 

20 水槽付小型消防

車ぎ装 ３台の

製造 

同 平 成 26

年 ７ 月 

１日 

株式会社畠山ポ

ンプ製作所 

静岡県沼津市東

間門２丁目１番

地５ 

 

58,482,000 

同 平 成 26

年 ５ 月

20日 

－ 

21 水槽付小型消防

車シャシ ３台

の購入 

同 同 いすゞ自動車首

都圏株式会社直

販部 

保土ケ谷区権太

坂三丁目８番16

号 

 

23,716,800 

同 同 － 

22 南部汚泥資源化

センター汚泥焼

却灰の建設資材

化試験業務委託 

一式 

同 平 成 26

年 ７ 月 

14日 

日本メサライト

工業株式会社 

千葉県船橋市西

浦３丁目９番２

号 

 

85,212,000 

随 意 契

約 

－ 地 方 公

共 団 体

の 物 品

等 又 は

特 定 役

務 の 調

達 手 続

の 特 例

を 定 め

る 政 令

（ 平 成

７ 年 政

令第372 

号 ） 第

10 条 第

１ 項 第

１号 
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水道局調達公告第102号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「西部工事課管内試掘工事」ほか６件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成26年８月26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、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお

いて、次に掲げる資格を全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3 9年３月横浜市規則第5 9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（以下「入札取扱要綱」という。）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）（以下「有資格者名簿」という。）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（以下「指名停止等措置要綱」という。）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全て満たす者であること。 

なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

 ア 主たる営業所の所在地 

   有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

 イ 優良工事表彰事業者 

   横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

 ウ 工事成績 

   工事ごとに入札参加資格として定めた工種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７条及び

横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する電子入札システム（横浜市契約規則第

２条第３号の電子入札システムをいう。以下同じ。）に登録された評定点（工事ごとに定める期間内

に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象とする。また、最新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう。 

 エ 発注者別評価点（主観点） 

   平成25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果通知における工種ごとの発注者別評価点（主観点）

をいう。 

 オ 横浜型地域貢献企業 

   横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

 カ 建設機械所有事業者 

   ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー

クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル又は振動ローラーを所有してい

る者又は長期の賃貸借契約（契約期間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年を超える賃貸

借契約に限る。）をしている者をいう。  

 キ 災害協力事業者 

   災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

(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、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（以下「入札参加要領」

という。）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、６(1)ただし書きの定めにより

入札保証金の納付を求める場合及び８(11)に定める場合を除く。 

水 道 局 
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(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８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108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、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

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) 有資格者名簿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 

(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) の定めに従わない工事費内

訳書の提出をした者が行った入札 

(5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る

説明書４の各号に該当する入札 

(6) 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 

(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 

(8) 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 

(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 

(10) 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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者

に通知する。 

(2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者
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のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ

た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する

積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ

り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 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。 

(5) (4)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最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者

のうち最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、(4) 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) (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、工事ごとに定める提出書類を、落札候

補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連

絡した日）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。 

(7) (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。 

(8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要

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最低制限価格以上の価格をもって入札し

た他の者のうち最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。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ

る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、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。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に定めるほか、工事ごとに定める。 

(2) 契約保証金の要否については、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、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以内の額を支払うとともに、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ときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工

事ごとに定める前金払の方法が「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うとともに、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ときには、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
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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、工事ごとに定める

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) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第

１項の規定により、一般競争参加停止及び指名停止措置を行う。 

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 

ただし、開札日が同一週にある政府調達協定の対象となる工事以外の複数の工事（工事契約の入札

に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱による疑義申立てがあった工事を除く。以下「一連の工

事」という。）の落札候補者等となった有資格者が、一連の工事のうち、入札公告又は指名通知書に

定める開札予定日時が最も遅いものから順に落札者となることを辞退した場合は、停止措置に該当し

ない。この場合においても、一連の工事の全部又は一部について、次のいずれかに該当するときは停

止措置に該当する。 

(ｱ) 落札候補（予定）者通知書の送付日の翌開庁日の17時を経過した後に正当な理由なく辞退したと

き。 

(ｲ) 一般競争入札（条件付）において、期間内に提出すべき資格確認書類の提出後に正当な理由なく

辞退したとき。 

(ｳ) 入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も早い工事について正当な理由なく辞退した

とき。 

イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

(8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、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落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代理

人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、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、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ

れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が

2,500 万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は 5,000 万円）未満のとき。 

イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方

消費税相当額を含む。）の合計が 2,500 万円未満であるとき。 

ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）の合計が 5,000 万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の

工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）の合計が 2,500 万円未満であること。 

なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない

旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）が 2,500 万円（工種「建築」の場合は 5,000 万円）以上となった工事請負契約につ

いては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

(10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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最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最高

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、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。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

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

市のホームページを参照すること。 

(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、入札取扱要綱、運用基準、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 １４５２０１０２６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部工事課管内試掘工事 

施工場所 
旭区、緑区、青葉区、泉区及び瀬谷区 

工事概要 

試掘工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 １８，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、旭区、緑区、青葉区、泉区及び瀬谷区内のいずれかであ 
  ること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

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 １４５２０１０２７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑・青葉地域サービスセンター備蓄倉庫修繕工事（その２） 

施工場所 
緑区三保町２１８２番地 

工事概要 

外部改修工一式、屋根改修工一式、内部改修工一式 

工期 契約締結の日から８０日間 

予定価格 １，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最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】 

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。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 
（３）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５２０１０２６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
釜利谷東一丁目ほか３か所口径５０ｍｍから７５ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
金沢区釜利谷東一丁目４２番１４号地先から４０番１７号地先までほか３か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ５０ｍｍ～Φ７５ｍｍ、Ｌ＝４９７ｍ）、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１５５日間 

予定価格 ４４，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

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 １４５２０１０２６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場水質検査室ＧＣ－ＭＳ分析室空調機増設工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

空調機設置工一式 

工期 契約締結の日から７５日間 

予定価格 ２，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢 
  区、戸塚区、栄区又は泉区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５２０１０２８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
今井ポンプ場流量調節弁設備改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区今井町１３１３番地 

工事概要 

流量調節弁設備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 ２５，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置するこ
と。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時４１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５２０１０２８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部第二給水維持課立体駐車設備修繕工事 

施工場所 
青葉区大場町４１番地１ 

工事概要 

３段式立体駐車設備修繕工一式 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ７，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時４２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３７－０８４４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５２０１０２６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中田西三丁目ほか３か所口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
泉区中田西三丁目３１番１５号地先から３３番１５号地先までほか３か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝４５４ｍ）、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１１０日間 

予定価格 ４１，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

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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水道局調達公告第103号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

 次のとおり、「ビニール袋 170,000枚」ほか８件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成26年８月26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）（以下「有資格者名簿」と

いう。）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（休日等を除く。）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８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 8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 
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次の入札は、無効とする。 

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

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、最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最

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、「最低」は「最高」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最低の価格をもって

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最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最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最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最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最低制限価格制度適用案件において最低制限価格未満の入札をした者の入

札は認めない。 

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

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め
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た日）の２日後(ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電子

メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出し、ま

た、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は

指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により

落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

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 １４５２０２０３５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ビニール袋 １７０，０００枚 

納入／履行場所 
水道局井土ケ谷分庁舎  

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１０月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 雑貨 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．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 

見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局料金課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０２０３５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
継ぎ輪（Ｋ型） 口径１５０ ４個ほか  

納入／履行場所 
水道局南部第一給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

３．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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局南部第一給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０２０３５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｂ型伸縮付補助止水栓１３ ６０個ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

３．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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第一給水維持課 
  

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72号 平成26年８月26日発行 

195 

 

契約番号 １４５２０２０３５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
自立棚（単式２連有効１１段）（プラス） １式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１１月１４日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含まな 

いものとして計算することとする。）の午後１時までに同等品に関する申告書等の資料を 

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。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 水道局中部第一給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０２０３６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ボール止水栓（Ｒｃ）２０ ９０個ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

３．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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第一給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０２０３６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
使用される場合にはまず １７０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
水道局井土ケ谷分庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１０月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．４色機以上の印刷機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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局料金課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０２０３６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
口座振替依頼書 １９０，０００部の印刷 

納入／履行場所 
水道局井土ケ谷分庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１０月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．４色機以上の印刷機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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局料金課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０２０３６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道局パンフレット「おしえて！はまピョンＰ」 １７０，０００冊の印刷 

納入／履行場所 
水道局井土ケ谷分庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１０月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．４色機以上の印刷機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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ８日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局料金課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０５００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）軽自動車１台の売払 

納入／履行場所 
水道局北部第一給水維持課（港北区大豆戸町１５５） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

③古物営業の許可を受けている者。 

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

。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

③引取業登録があることがわかる書類等の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 水道局北部第一給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第81号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「清水橋バス停留所上屋新設工事」ほか２件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成26年８月26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、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお

いて、次に掲げる資格を全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（以下「入札取扱要綱」という。）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）（以下「有資格者名簿」という。）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（以下「指名停止等措置要綱」という。）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全て満たす者であること。 

なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

 ア 主たる営業所の所在地 

   有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

 イ 優良工事表彰事業者 

   横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

 ウ 工事成績 

   工事ごとに入札参加資格として定めた工種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７条及び

横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する電子入札システム（横浜市契約規則第

２条第３号の電子入札システムをいう。以下同じ。）に登録された評定点（工事ごとに定める期間内

に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象とする。また、最新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう。 

 エ 発注者別評価点（主観点） 

   平成25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果通知における工種ごとの発注者別評価点（主観点）

をいう。 

 オ 横浜型地域貢献企業 

   横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

 カ 建設機械所有事業者 

   ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー

クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル又は振動ローラーを所有してい

る者又は長期の賃貸借契約（契約期間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年を超える賃貸 

借契約に限る。）をしている者をいう。 

 キ 災害協力事業者 

   災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

(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、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（以下「入札参加要領」

という。）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、６(1)ただし書きの定めにより

入札保証金の納付を求める場合及び８(11)に定める場合を除く。 

交 通 局 
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(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８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108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、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

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) 有資格者名簿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 

(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) の定めに従わない工事費内

訳書の提出をした者が行った入札 

(5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る

説明書４の各号に該当する入札 

(6) 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 

(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 

(8) 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 

(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 

(10) 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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者

に通知する。 

(2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者
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のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ

た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する

積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ

り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(4) 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。 

(5) (4)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最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者

のうち最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、(4) 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) (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、工事ごとに定める提出書類を、落札候

補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連

絡した日）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。 

(7) (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。 

(8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要

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最低制限価格以上の価格をもって入札し

た他の者のうち最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。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ

る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、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。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に定めるほか、工事ごとに定める。 

(2) 契約保証金の要否については、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、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以内の額を支払うとともに、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ときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工

事ごとに定める前金払の方法が「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うとともに、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ときには、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
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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、工事ごとに定める

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) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第

１項の規定により、一般競争参加停止及び指名停止措置を行う。 

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 

ただし、開札日が同一週にある政府調達協定の対象となる工事以外の複数の工事（工事契約の入札

に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱による疑義申立てがあった工事を除く。以下「一連の工

事」という。）の落札候補者等となった有資格者が、一連の工事のうち、入札公告又は指名通知書に

定める開札予定日時が最も遅いものから順に落札者となることを辞退した場合は、停止措置に該当し

ない。この場合においても、一連の工事の全部又は一部について、次のいずれかに該当するときは停

止措置に該当する。  

(ｱ) 落札候補（予定）者通知書の送付日の翌開庁日の17時を経過した後に正当な理由なく辞退したと

き。 

(ｲ) 一般競争入札（条件付）において、期間内に提出すべき資格確認書類の提出後に正当な理由なく

辞退したとき。 

(ｳ) 入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も早い工事について正当な理由なく辞退した

とき。 

イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

(8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、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落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代理

人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、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、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ

れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が

2,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は5,000万円）未満のとき。 

イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方

消費税相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であるとき。 

ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）の合計が5,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の

工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であること。 

なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない

旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費

税相当額を含む。）が2,500万円（工種「建築」の場合は5,000万円）以上となった工事請負契約につい

ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

 (10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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最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最高

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、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。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

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

市のホームページを参照すること。 

(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、入札取扱要綱、運用基準、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 １４５３０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
清水橋バス停留所上屋新設工事 

施工場所 
港南区日野九丁目１４番地先 

工事概要 

停留所上屋設置工 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ３，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、 
  栄区又は泉区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時５０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－３２６－３８１５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５３０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
若葉台営業所事務室改修工事 

施工場所 
旭区若葉台二丁目１５番１号 

工事概要 

ＯＡフロア改修工、間仕切壁改修工 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ３，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（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であること。 
  イ 平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日までの間の最新月に完成した工種 
   「建築」に係る工事成績が７５点以上の者であること。  
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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） （４）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） （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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時４３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－３２６－３８１５ 
 

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72号 平成26年８月26日発行 

208 

 

契約番号 １４５３０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
放送装置更新工事（舞岡駅・下永谷駅） 

施工場所 
戸塚区舞岡町７７１番地ほか１か所 

工事概要 

放送装置更新工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ３２，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気通信工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関
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、落札候補（予定）者通知書の送付日において、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２６年 ９月 ８日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月１０日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月１１日（木）午前 １０時５１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 
  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 
  留意すること。 
（２）最低制限価格及び調査基準価格等の算出式の見直しを行ったので留意すること。詳 
  細は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に平成２６年６月５日掲載の 
  「工事の入札における最低制限価格及び調査基準価格等の見直しについて」を参照。 

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－３２６－３８１８ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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交通局調達公告第82号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「「はまりんフェスタｉｎ新羽」会場設営委託」の契約について、一般競争入札を行う。 

平成26年８月26日 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

１ 入札参加資格  

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

べて満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する

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

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

する者であること。 

(2) 平成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）（以下「有資格者名簿」と

いう。）に登載されている者であること。 

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

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

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

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び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（休日等を除く。）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８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 8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 
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次の入札は、無効とする。 

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

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、最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最

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、「最低」は「最高」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最低の価格をもって

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最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最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最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最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最低制限価格制度適用案件において最低制限価格未満の入札をした者の入

札は認めない。 

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

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め
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た日）の２日後(ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電子

メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出し、ま

た、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は

指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により

落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

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、横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関

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

入札参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １４５３０３０３３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「はまりんフェスタｉｎ新羽」会場設営委託 

納入／履行場所 
交通局新羽車両基地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１１月 ４日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 イベント企画運営等 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

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２６年 ９月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月 ９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 交通局総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第83号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成26年８月26日 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関す

る事務を担

当する部課

の名称及び

所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 電気式ハイブリ

ッド大型ノンス

テップバス ９

台の購入 

財政局契約

部契約第二

課 

中区港町１

丁目１番地 

平成26年

７月１日 

横浜日野自動車

株式会社 

藤沢市西富730番

地１ 

円  

262,440,000 

一 般 競

争入札 

平 成 26

年 ５ 月

20日 

－ 

２ ＩＣカード乗車

券対応窓口処理

機用磁気処理部

（オムロンソー

シアルソリュー

ションズ）26台 

同 平成26年

７月11日 

オムロンソーシ

アルソリューシ

ョンズ株式会社

東京事業所 

東京都港区港南

２丁目３番13号 

 

33,480,000 

随 意 契

約 

－ 地方公共

団体の物

品等又は

特定役務

の調達手

続の特例

を定める

政令（平

成７年政

令第372 

号）第

10 条第

１項第２

号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第72号 平成26年８月26日発行 

214 

 

 

病院経営局調達公告第13号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 26 年 8月 26 日 

横浜市病院事業管理者 髙 橋 俊 毅 

番

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者

又は随

意契約

の相手

方を決

定した

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 医療情報シス

テムサーバ・

端末機器等・

ネットワーク

機器一式の購

入 

横浜市立市民

病院管理部経

営経理課 

保土ケ谷区岡

沢町 56 番地 

平成 26

年 7 月

29 日 

ＮＥＣフィールデ

ィング株式会社西

関東支社神奈川支

店 

西区北幸二丁目８

番４号横浜西口Ｋ

Ｎビル 17Ｆ 

     円 

  

298,944,000 

      

    

随 意 契

約 

平成 26

年 6 月

3 日 

地方公営

企業法施

行令第21

条の14第

１項第８

号及び第

９号 

 

病 院 経 営 局 


