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横浜市調達公告第295号 

総合評価一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「磯子区田中一丁目地内ほか２か所道路整備工事」ほか４件の工事について、一般競争入

札を行う。 

平成26年９月９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 新月のものを対象とする。また、 新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、 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 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 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
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こと。）。この場合、当該技術者について、配置技術者（変更）届出書（第６号様式）及び必要書類を

別に指定した日時までに財政局契約第一課へ提出すること。 

(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 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 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 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定

価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８

割に満たない者は、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39年３月横浜

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

。 

(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 １４３９０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区田中一丁目地内ほか２か所道路整備工事 

施工場所 
磯子区田中一丁目６番１３号地先から８番３号地先までほか２か所 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝５３６ｍ、階段築造工一式、舗装工１，０８９ｍ２ 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 ３２，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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２５日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年１０月 ９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 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 １４３９０１００２８ 

工事件名 
磯子区田中一丁目地内ほか２か所道路整備工事 

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 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１２日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月２５日から平成２６年９月２９日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月２３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） 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 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 １４３８０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内下水道修繕工事（その２） 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１０ｍ）、塩ビ管取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ 
２００ｍｍ、９か所）、雨水枡修繕工２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 １１，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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、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２５日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年１０月 ９日（木）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 ０４５－９５３－８８０６ 

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 １４３８０１００３９ 

工事件名 
旭土木管内下水道修繕工事（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 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１２日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月２５日から平成２６年９月２９日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月２３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 旭土木管内下水道修繕工事（その３） 
  イ 旭土木管内下水道修繕工事（その１） 
（５） 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 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。 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

12 

 

契約番号 １４３５０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４）〈雪害対策含む〉 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

車道舗装工３６０ｍ２、歩道舗装工５０ｍ２ 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 １４，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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、南区又は港南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２５日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年１０月 ９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 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 １４３５０１００３０ 

工事件名 
南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４）〈雪害対策含む〉 

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 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１２日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月２５日から平成２６年９月２９日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月２３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 南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
  イ 南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  ウ 南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
（５） 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 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 １４４５０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区舞岡町地内舗装補修（切削）工事（その２） 

施工場所 
戸塚区舞岡町８６１番地先から２９３９番１号地先まで 

工事概要 

舗装打換工１，１０８ｍ２、切削オーバーレイ工２，３３１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ２５，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２５日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年１０月 ９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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４５０１００５０ 

工事件名 
戸塚区舞岡町地内舗装補修（切削）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 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１２日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月２５日から平成２６年９月２９日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月２３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） 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 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 １４３２０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区菅田町地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
神奈川区菅田町８６７番地先から緑区鴨居町８０３番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工５，４８３ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，４３８ｍ 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 ３２，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表（低入札価格調査制度適用） 

低制限価格 - 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２５日（木）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年１０月 ９日（木）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３２０１００３９ 

工事件名 
神奈川区菅田町地内舗装補修工事（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 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１２日 
   ・技術資料の受付期間：平成２６年９月２５日から平成２６年９月２９日まで 
   ・落札者の決定及び評価結果の公表：平成２６年１０月２３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） 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 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。 

 
 
 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

18 

 

 

横浜市調達公告第296号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「港南区港南六丁目地内道路整備工事」ほか117件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成26年９月９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 新月のものを対象とする。また、 新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、 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

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
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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、 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 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者

のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、 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
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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 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者

のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(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 低制限価格以上の価格をもって入札し

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。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。 

(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。 
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(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 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 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 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定

価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８

割に満たない者は、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

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
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。 

(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 １４３６０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区港南六丁目地内道路整備工事 

施工場所 
港南区港南六丁目６番２６号地先から６番４０号地先まで 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝１２７ｍ、階段工一式、アスファルト舗装工１２４ｍ２ 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 ２３，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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） 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 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 １４２１０１０３３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区磯子区洋光台地区下水道再整備工事（その１０） 

施工場所 
磯子区洋光台三丁目３８番４１号地先から３８番４７号地先までほか２か所 

工事概要 

塩ビ取付管工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１１１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 ２７，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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４４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 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） 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 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 １４３１０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝８０ｍ、雨水桝設置工５か所、アスファルト舗装工４５５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１３日まで 

予定価格 ９，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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 １４３１０１００３９ 

工事件名 鶴見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 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 鶴見土木管内道路整備工事（その７） 
  イ 鶴見土木管内道路整備工事（その１） 
  ウ 鶴見土木管内道路整備工事（その２） 
  エ 鶴見土木管内道路整備工事（その３） 
（３） 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 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 １４２１０１０３２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区神奈川区片倉地区下水道再整備工事 

施工場所 
神奈川区片倉二丁目１番２３号地先から７番１６号地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、５３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 ２０，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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）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 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 １４３２０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内道路整備工事（その５） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

Ｕ形側溝工Ｌ＝２５ｍ、Ｌ形側溝工Ｌ＝１５ｍ、集水桝設置工２か所、アスファルト舗装 
工４４０ｍ２ 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 ９，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１時２４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １４３２０１００３６ 

工事件名 
神奈川土木管内道路整備工事（その５） 

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 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 神奈川土木管内道路整備工事（その１） 
  イ 神奈川土木管内道路整備工事（その２） 
  ウ 神奈川土木管内道路整備工事（その３） 
  エ 神奈川土木管内道路整備工事（その４） 
（３） 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 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 １４３３０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１２か所）、塩ビ取付管布設工（ 
Φ１５０ｍｍ、２か所）、人孔修繕工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 ９，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、西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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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 １４３３０１００２３ 

工事件名 西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 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。）。 
   西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） 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 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 １４３４０１００３０ 

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（その３） 

施工場所 
中土木管内一円 

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８７０ｍ２ 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 １２，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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）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 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 １４３４０１００３０ 

工事件名 中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 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 中土木管内道路整備工事（その５） 
  イ 中土木管内道路整備工事 
  ウ 中土木管内道路整備工事（その２） 
（３） 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 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 １４１４０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その５１・ケーソンヤード整備
工） 

施工場所 
中区南本牧４番の１地先 

工事概要 

コンクリート切断工Ｌ＝１２９ｍ、鉄筋コンクリート工３２４ｍ３、無筋コンクリート工 
２９ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２６日まで 

予定価格 １２，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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０２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 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） 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 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 １４３４０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内下水道修繕工事（その３） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１４か所）、人孔修繕工１５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 １０，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

36 

 

契約番号 １４３４０１００２８ 

工事件名 中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 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 中土木管内下水道修繕工事（その７） 
  イ 中土木管内下水道修繕工事（その１） 
  ウ 中土木管内下水道修繕工事（その２） 
（３） 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 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 １４３４０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内下水道修繕・取付管接続受託工事（その２） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１０か所）、人孔修繕工７か所、雨 
水枡修繕工２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 ９，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時０４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １４３４０１００２９ 

工事件名 中土木管内下水道修繕・取付管接続受託工事（その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 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。）。 
   中土木管内下水道修繕・取付管接続受託工事（その１） 
（３） 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 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 １４３５０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区六ツ川一丁目地内ほか１か所歩道整備工事・舗装補修工事 

施工場所 
南区六ツ川一丁目８１５番５地先から８１２番８地先までほか１か所 

工事概要 

土工一式、地先境界ブロック設置工Ｌ＝４．７ｍ、アスファルト舗装工５９３ｍ２ 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 ６，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時１４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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） 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 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77号 平成26年９月９日発行 

40 

 

契約番号 １４３６０１００２８ 

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工事（その２） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝６ｍ）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ 
ｍｍ、１３か所）、雨水枡修繕工３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 １３，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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）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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時２２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 １４３６０１００２８ 

工事件名 港南土木管内下水道修繕工事（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 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 港南土木管内下水道修繕工事（その５） 
  イ 港南土木管内下水道修繕工事（その１） 
（３） 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 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 １４３６０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

土工一式、Ｌ形側溝工Ｌ＝４０ｍ、アスファルト舗装工４６５ｍ２ 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 ９，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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 １４３６０１００２９ 

工事件名 港南土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（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 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 港南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 港南土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 
（３） 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 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 １４３６０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内安全施設整備工事（その２） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

転落防止柵設置工Ｌ＝９５ｍ、横断防止柵設置工Ｌ＝５０ｍ、ガードレール設置工Ｌ＝ 
６０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１７日まで 

予定価格 ５，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

45 

 

契約番号 １４３６０１００２７ 

工事件名 港南土木管内安全施設整備工事（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 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。）。 
   港南土木管内安全施設整備工事（その１） 
（３） 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 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 １４７１０１０２０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
下永谷小学校維持補修工事 

施工場所 
港南区東永谷一丁目３６番１号 

工事概要 

土工一式、集水桝設置工２か所、水田設置工２か所、ダスト舗装工７２ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２４日まで 

予定価格 ４，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４３７０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内道路整備工事（その５） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝４０ｍ、雨水枡設置工４か所、アスファルト舗装工２６０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１０日まで 

予定価格 ８，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、保土ケ谷区又は戸塚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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時３４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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 １４３７０１００３３ 

工事件名 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その５） 

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 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 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その８） 
  イ 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その１） 
  ウ 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その２） 
  エ 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その３） 
  オ 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その４） 
（３） 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 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 １４３８０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

土工一式、ＬＵ形・Ｌ形側溝工Ｌ＝１０３ｍ、アスファルト舗装工３７０ｍ２ 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 １６，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、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 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）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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

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

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

 
 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

50 

 

契約番号 １４３８０１００３７ 

工事件名 旭土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（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 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 旭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 旭土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 
（３） 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 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 １４３８０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２６年度くぬぎ台川改修工事 

施工場所 
旭区西川島町１０１番１地先から１０２番３地先まで 

工事概要 

河川土工８４ｍ３、コンクリートブロック積工２５８ｍ２、立入防護柵工Ｌ＝５１ｍ 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 １５，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時４４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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） 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 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 １４３８０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭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 
旭土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ、７か所）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ、１か 
所）、雨水枡修繕工１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 ９，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 

※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 ０４５－９５３－８８０６ 

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 １４３８０１００４０ 

工事件名 旭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 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。）。 
   旭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） 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 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 １４３９０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１３か所）、塩ビ取付管布設工（Φ 
１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１３か所）、人孔修繕工１４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 １４，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 

※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 １４３９０１００２７ 

工事件名 磯子土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

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 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。）。 
   磯子土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その１） 
（３） 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 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 １４２２０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢工場溶融スラグストックヤード増設工事 

施工場所 
金沢区幸浦二丁目７番地１ 

工事概要 

掘削工１７８ｍ３、擁壁工Ｌ＝４９．８ｍ、アスファルト舗装工４３ｍ２、移植工 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 ２２，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 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 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）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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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） 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 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 ０４５－６７１－２５６４ 

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77号 平成26年９月９日発行 

57 

 

契約番号 １４４００１００３１ 

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４） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝８ｍ）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ 
ｍｍ、１３か所）、雨水枡修繕工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 １３，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 

※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 １４４００１００３１ 

工事件名 金沢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 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） 
  エ 金沢土木管内下水道修繕工事（その３） 
（３） 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 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 １４４１０１００４８ 

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・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝１２０ｍ、雨水枡設置工４か所、アスファルト舗装工３１０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１０日まで 

予定価格 １２，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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）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 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 １４４１０１００４８ 

工事件名 港北土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（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 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・狭あい道路拡幅整備工事（その１） 
  イ 港北土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 
（３） 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 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 １４４１０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内下水道修繕工事（その４） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝８ｍ）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ 
ｍｍ、１０か所）、人孔修繕工１３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 １０，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 １４４１０１００４９ 

工事件名 港北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 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 港北土木管内下水道修繕工事（その８） 
  イ 港北土木管内下水道修繕工事（その１） 
  ウ 港北土木管内下水道修繕工事（その２） 
  エ 港北土木管内下水道修繕工事（その３） 
（３） 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 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 １４４１０１００５０ 

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８） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝７０ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝３０ｍ、アスファルト舗装工３７０ｍ２ 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 ９，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 １４４１０１００５０ 

工事件名 港北土木管内道路整備工事（その８） 

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 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） 
  ク 港北土木管内道路整備工事（その７） 
（３） 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 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 １４４３０１００４２ 

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７） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝３８ｍ、雨水枡設置工３か所、アスファルト舗装工１，５０２ｍ２ 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 １７，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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）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 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

※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 １４４３０１００４２ 

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 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） 
  オ 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） 
（３） 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 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 １４４３０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内下水道修繕工事・整備工事（その２） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝４ｍ）、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０～Φ２００ 
ｍｍ、３か所）、雨水枡修繕工１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 １５，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １０時１４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １４４３０１００４３ 

工事件名 青葉土木管内下水道修繕工事・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 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。）。 
   青葉土木管内下水道修繕工事・整備工事 
（３） 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 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 １４４３０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内防護柵設置工事・防護柵補修工事（その２） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

横断防止柵設置工Ｌ＝１００ｍ、防護柵設置工Ｌ＝２６０ｍ、アスファルト舗装工１６０ 
ｍ２ 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 １５，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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 １４４３０１００４４ 

工事件名 青葉土木管内防護柵設置工事・防護柵補修工事（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 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。）。 
   青葉土木管内防護柵設置工事・防護柵補修工事（その１） 
（３） 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 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 １４４４０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜上麻生線都筑区池辺町地内道路改良工事 

施工場所 
都筑区池辺町２２４２番地先 

工事概要 

遮音壁工Ｌ＝２２．５ｍ、パネル設置工１２．７ｍ２、投下防止柵工一式 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 １８，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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）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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４４４０１００３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内取付管接続受託下水道工事（その２） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１５か所）、枡設置工１５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 ７，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １０時２４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １４４４０１００３９ 

工事件名 都筑土木管内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 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。）。 
   都筑土木管内取付管接続受託下水道工事 
（３） 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 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 １４４７０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

掘削工６０ｍ３、Ｌ形側溝工Ｌ＝８ｍ、雨水桝設置工５５か所、アスファルト舗装工 
２００ｍ２ 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 １０，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、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 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 新月に完成した工  
   種「土木」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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １１時１４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４７０１００２２ 

工事件名 泉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 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、建設機械所有等事業者へのインセンティブ試行対象工事である。 
（３）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 泉土木管内道路整備工事（その７） 
  イ 泉土木管内道路整備工事（その１） 
  ウ 泉土木管内道路整備工事（その２） 
  エ 泉土木管内道路整備工事（その３） 
（４） 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 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 １４４７０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内下水道修繕・整備工事（その３） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝２０ｍ）、塩ビ管修繕工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝ 
４ｍ）、 雨水枡修繕工２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 ８，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １０時４４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４７０１００２３ 

工事件名 泉土木管内下水道修繕・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 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。）。 
   泉土木管内下水道修繕・整備工事（その２） 
（３） 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 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 １４４６０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝１０ｍ、集水桝設置工２か所、アスファルト舗装工４０ｍ２ 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 １３，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

※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 １４４６０１００３２ 

工事件名 栄土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

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 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。）。 
   栄土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その１） 
（３） 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 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 １４４６０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内河川水路維持工事（その２） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

側溝清掃工Ｌ＝８０ｍ、防護柵設置工Ｌ＝６０ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝６０ｍ 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 ８，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木又はとび・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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

※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 １４４６０１００３１ 

工事件名 栄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 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 栄土木管内河川水路維持工事（その４） 
  イ 栄土木管内河川水路維持工事（その１） 
（３） 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 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 １４４５０１００４７ 

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８） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、集水桝設置工２か所、アスファルト舗装工２７０ｍ２ 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 １０，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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）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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６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 １４４５０１００４７ 

工事件名 戸塚土木管内道路整備工事（その８） 

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 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） 
  ケ 戸塚土木管内道路整備工事（その７） 
（３） 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 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 １４２１０１０３２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚区下倉田地区下水道工事 

施工場所 
戸塚区下倉田町１７５６番地１４３地先 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝３７．１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１５日まで 

予定価格 ７，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 

（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 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） 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 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 ０４５－６７１－２８４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２６年度河川事業用地整備工事（その２） 

施工場所 
保土ケ谷区権太坂一丁目ほか２２河川 

工事概要 

立入禁止柵工Ｌ＝６５０ｍ、転落防止柵設置工Ｌ＝２ｍ 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 ８，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢 
  区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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  該当する 

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００８５ 

工事件名 平成２６年度河川事業用地整備工事（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 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。）。 
   平成２６年度河川事業用地整備工事 
（３） 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 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 １４１４０１００７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
各ふ頭緑地補修工事（２６－３） 

施工場所 
港湾局管理用地内一円 

工事概要 

立入防止柵撤去・再設置工Ｌ＝９ｍ、防護柵設置・撤去工Ｌ＝１３ｍ 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 ３，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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、神奈川区、西区、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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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０３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 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－０６００ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００７２ 

工事件名 各ふ頭緑地補修工事（２６－３） 

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 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。）。 
   各ふ頭緑地補修工事（２６－２） 
（３） 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 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 １４４００１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区釜利谷東四丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
金沢区釜利谷東四丁目５７番２５号地先から３２２７番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工５，４７１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月 ３日まで 

予定価格 ４２，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る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 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 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。  
（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 

※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。）  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 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 １４４００１００３４ 

工事件名 金沢区釜利谷東四丁目地内舗装補修工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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、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。） （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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

91 

 

契約番号 １４３１０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

車道舗装工９６０ｍ２、歩道舗装工１５０ｍ２ 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 １６，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、鶴見区又は神奈川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 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）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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １１時２４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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 １４３１０１００４２ 

工事件名 鶴見土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

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 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）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 鶴見土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  イ 鶴見土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
  ウ 鶴見土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 
（４） 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 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 １４３２０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工４９０ｍ２、切削オーバーレイ工２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１６日まで 

予定価格 ９，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、神奈川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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 

※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 １４３２０１００３３ 

工事件名 神奈川土木管内舗装補修（応急修理）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 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 神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
  イ 神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 
  ウ 神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 
（３） 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 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 １４３６０１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工６３０ｍ２ 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 １２，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、港南区又は戸塚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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 １４３６０１００３２ 

工事件名 港南土木管内舗装補修（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 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 港南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
  イ 港南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  ウ 港南土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
（３） 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 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 １４３７０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工４５０ｍ２、切削オーバーレイ工２００ｍ２ 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 ９，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、南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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 

※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 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 １４３７０１００３５ 

工事件名 保土ケ谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

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 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 保土ケ谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  イ 保土ケ谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
  ウ 保土ケ谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 
（３） 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 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 １４４００１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工２９０ｍ２、切削オーバーレイ工１５０ｍ２ 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 １０，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、磯子区又は金沢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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時５４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １４４００１００３３ 

工事件名 金沢土木管内舗装補修（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 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 金沢土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
  イ 金沢土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
（３） 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 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 １４４３０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工１，２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月 ２日まで 

予定価格 １５，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、緑区又は青葉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 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）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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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 １４４３０１００４６ 

工事件名 青葉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 

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 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）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 青葉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 
  イ 青葉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 
  ウ 青葉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 
（４） 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 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 １４４６０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工８９０ｍ２、不陸整正工７７０ｍ２ 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 ９，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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 １４４６０１００３４ 

工事件名 栄土木管内舗装補修（応急修理）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 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。）。 
   栄土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 
（３） 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 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 １４４５０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その９） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工５６０ｍ２、切削オーバーレイ工２００ｍ２ 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 １２，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、戸塚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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １０時３４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １４４５０１００５１ 

工事件名 戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その９） 

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 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 戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 
  イ 戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その５） 
  ウ 戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６） 
  エ 戸塚土木管内舗装補修（応急修理）工事（その７） 
（３） 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 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 １４３２０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区平川町地内舗装補修工事 

施工場所 
神奈川区平川町２９番地先から二ツ谷町１番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工５，３９０ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝４０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１３日まで 

予定価格 ３４，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１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 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） 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 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 １４３４０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区松影町２丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
中区松影町２丁目５番地先から３丁目１０番地先まで 

工事概要 

舗装打換工１，５９４ｍ２、不陸整正工７５１ｍ２ 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 ３９，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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）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「ほ装」に係る発注者別評価点（主観点）が５０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日までの間の 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）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（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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） 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 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 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 １４３４０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区山下町地内舗装補修工事 

施工場所 
中区山下町２５４番地先から１９５番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，４３９ｍ２、アスファルト舗装工１５６ｍ２ 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 ２６，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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） 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 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 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 １４３６０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区日限山一丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
港南区日限山一丁目６７番３０号地先から下永谷四丁目２２番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工３，００９ｍ２、アスファルト舗装工３４８ｍ２、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 ３０，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４３７０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道環状２号線（境木本町地区）舗装補修工事（その２） 

施工場所 
保土ケ谷区境木本町６７番１号地先から６９番３９号地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，５６１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１３日まで 

予定価格 ２５，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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） 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１４３７０１００３７番及び  
１４３７０１００３８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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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 １４３７０１００３７ 

工事件名 主要地方道環状２号線（境木本町地区）舗装補修工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１４３７０１００３８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１４３７０１００３７番及び１４３７０１００３８ 
  番の合計金額を契約番号１４３７０１００３７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 
  １４３７０１００３７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 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 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） 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 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 １４３７０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道環状２号線（境木本町地区）舗装補修工事（その１） 

施工場所 
保土ケ谷区境木本町６７番１号地先から６９番３９号地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工９１０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１３日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１４３７０１００３７番に記載する。  

その他 

契約番号１４３７０１００３７番に記載する。 

提出書類 

契約番号１４３７０１００３７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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号１４３７０１００３７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１４３７０１００３７番に記載する。 

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 １４４７０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区和泉町地内舗装補修工事 

施工場所 
泉区和泉町６２１２番地先から７７８８番地まで 

工事概要 

舗装敷均し転圧工２，８００ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，３８４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１３日まで 

予定価格 ３５，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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）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 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）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（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路権太坂和泉線（和泉地区）街路整備工事（その６） 

施工場所 
泉区和泉町５１４１番２地先から５４６７番３地先まで 

工事概要 

車道舗装工９８０ｍ２、歩道舗装工４０４ｍ２ 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 ３１，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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１８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 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） 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 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 ０４５－６７１－２２８２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
マリーナ歩道橋舗装補修工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目１ほか 

工事概要 

薄層カラー舗装工３２３ｍ２、アスファルト舗装工３２３ｍ２ 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 １６，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ又は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 

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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１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 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） 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 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 港湾局建設第一課 電話 ０４５－６７１－７３０２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３１０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見区鶴見中央三丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
鶴見区鶴見中央三丁目４番３９号地先から６番５号地先までほか１か所 

工事概要 

舗装敷均し転圧工１，８４６ｍ２ 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 １６，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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） 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 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 １４３５０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区大岡三丁目地内舗装補修（切削）工事（夜間） 

施工場所 
南区大岡三丁目２番２４号地先から１３番２０号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２０４ｍ２、切削オーバーレイ工９６７ｍ２ 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 ８，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、南区又は港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 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 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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） 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 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 １４４１０１００５３ 

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（その２） 

施工場所 
港北区新横浜二丁目５番１０地先から１５番１０地先まで 

工事概要 

不陸整正工８６４ｍ２、透水性インターロッキング舗装工６８５ｍ２ 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 ２０，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

120 

 

契約番号 １４４２０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑区長津田七丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
緑区長津田七丁目１４番２４地先から１７番１６地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，８９６ｍ２、区画線設置工Ｌ＝５３３．４ｍ 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 １５，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、神奈川区、緑区又は青葉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 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

121 

 

契約番号 １４４７０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区白百合二丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
泉区白百合二丁目２４番地先から２９番地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，５９７ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１９８ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月１３日まで 

予定価格 １５，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、旭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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
谷本公園北側エリア整備工事 

施工場所 
青葉区下谷本町３３番６ほか 

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 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（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） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 ０４５－６７１－３９４５ 

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77号 平成26年９月９日発行 

123 

 

契約番号 １４３６０１００３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南台南公園施設改良工事 

施工場所 
港南区港南台六丁目８番 

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 ２４，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時２４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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） 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 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 １４４３０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区美しが丘三丁目地内街路樹再整備工事 

施工場所 
青葉区美しが丘三丁目６０番地先から６７番地先まで 

工事概要 

歩道舗装工、植栽基盤工、植栽工（高木植栽工２４本、地被類植栽工１０５６株）、防根 
対策工 ほか 

工期 契約締結の日から１００日間 

予定価格 ２１，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

（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 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） 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 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 １４３１０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
駒岡内町公園再整備工事（１） 

施工場所 
鶴見区駒岡一丁目２２ 

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 ３３，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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） 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１４３１０１００４０番及び  
 １４３１０１００４１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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 

※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 １４３１０１００４０ 

工事件名 駒岡内町公園再整備工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１４３１０１００４１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１４３１０１００４０番及び１４３１０１００４１ 
  番の合計金額を契約番号１４３１０１００４０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          
  １４３１０１００４０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 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 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） 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 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 １４３１０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
駒岡内町公園再整備工事（２） 

施工場所 
鶴見区駒岡一丁目２２ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、園路広場整備工、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 ―――――――――――― 

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１４３１０１００４０番に記載する。  

その他 

契約番号１４３１０１００４０番に記載する。 

提出書類 

契約番号１４３１０１００４０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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 

本件工事は契約番号１４３１０１００４０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１４３１０１００４０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 １４３２０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内公園施設修繕工事（その２） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

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 ５，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ又は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 

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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※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 １４３２０１００３７ 

工事件名 神奈川土木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 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。）。 
   神奈川土木管内公園施設修繕工事（その３） 
（３） 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 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。 
（４）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １４３４０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
中土木管内一円 

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 ４，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ又は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 

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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１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 

※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 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

131 

 

契約番号 １４３４０１００３５ 

工事件名 中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 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。）。 
   中土木管内公園施設修繕工事（その１） 
（３） 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 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。 
（４）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １４４６０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
栄土木管内一円 

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 ３月３１日まで 

予定価格 ４，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

※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 １４４６０１００３３ 

工事件名 栄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 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。）。 
   栄土木管内公園施設修繕工事（その２） 
（３） 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 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。 
（４）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １４３３０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
追分公園施設改良工事 

施工場所 
西区浅間町４丁目３４９番１ 

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 １１，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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） 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 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 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 １４４１０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
港北土木管内一円 

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 ３月３１日まで 

予定価格 ９，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １０時０４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 １４４１０１００５１ 

工事件名 港北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 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 港北土木管内公園施設修繕工事（その４） 
  イ 港北土木管内公園施設修繕工事（その５） 
  ウ 港北土木管内公園施設修繕工事（その１） 
  エ 港北土木管内公園施設修繕工事（その２） 
（３） 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 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 １４４４０１００４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑区茅ケ崎南二丁目地内街路樹保全工事 

施工場所 
都筑区茅ケ崎南二丁目２番地先 

工事概要 

植栽工、植栽基盤工、舗装工 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 １２，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４４７０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内公園施設修繕工事（その３） 

施工場所 
泉土木管内一円 

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 ３月１３日まで 

予定価格 ６，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

※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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４４７０１００２４ 

工事件名 泉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 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 泉土木管内公園施設修繕工事（その５） 
  イ 泉土木管内公園施設修繕工事（その１） 
  ウ 泉土木管内公園施設修繕工事（その２） 
（３） 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 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 １４４５０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
矢部柳作公園ほか３公園施設改良工事 

施工場所 
戸塚区矢部町６５７番５ほか３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 ９，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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）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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １０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 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） 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 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 
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契約番号 １４４８０１００２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道瀬谷第２６８号線ほか１か所街路樹保全工事 

施工場所 
瀬谷区南台二丁目４番地１地先ほか１か所 

工事概要 

舗装工、植栽工（低木移植工５５本、中木植栽工１３本） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月１３日まで 

予定価格 ９，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４２１０１０３４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）東寺尾一丁目公園倉庫棟新築工事（その２） 

施工場所 
鶴見区東寺尾一丁目６６番１号 

工事概要 

Ｓ造、地上１階建、延床面積５１．３６ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１０日まで 

予定価格 ３２，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ又は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 

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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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） 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 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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４７１０１０２１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ケ峯中学校ほか３校武道場吊り天井等改修工事（建築工事） 

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町三丁目２８番１号ほか３か所 

工事概要 

吊り天井改修工一式（鶴ケ峯中学校、南希望が丘中学校、本宿中学校、若葉台中学校） 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ２４，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４７１０１０２１２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
田奈中学校ほか２校武道場吊り天井等改修工事（建築工事） 

施工場所 
緑区長津田二丁目２４番１号ほか２か所 

工事概要 

吊り天井改修工一式（田奈中学校、中山中学校、鴨居中学校） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ３０，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４７１０１０２１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
永田中学校ほか４校武道場吊り天井等改修工事（建築工事） 

施工場所 
南区永田みなみ台７番１号ほか４か所 

工事概要 

吊り天井改修工一式（永田中学校、南中学校、南が丘中学校、宮田中学校、橘中学校） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

予定価格 ３６，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、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、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４７１０１０２１５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大道中学校ほか２校武道場吊り天井等改修工事（建築工事） 

施工場所 
金沢区大道一丁目８５番１号ほか２か所 

工事概要 

吊り天井改修工一式（大道中学校、小田中学校、西柴中学校） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月 ６日まで 

予定価格 １５，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １１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 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） 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 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 １４７１０１０２１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
もえぎ野中学校ほか１校武道場吊り天井等改修工事（建築工事） 

施工場所 
青葉区もえぎ野４番地１ほか１か所 

工事概要 

吊り天井改修工一式（もえぎ野中学校、あざみ野中学校） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ２１，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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）平成２５年度の災害協力事業者であること。 
（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） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）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 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） 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 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 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港湾局建築緊急修繕工事（その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区及び金沢区 

工事概要 

庁舎、厚生及び市民利用施設等緊急修繕及び応急修理 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ４，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、西区、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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 

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

工事担当課 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－１５２０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００７７ 

工事件名 港湾局建築緊急修繕工事（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 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。）。 
   港湾局建築緊急修繕工事（その１） 
（３） 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 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 １４４１０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区砂田橋塗装工事 

施工場所 
港北区鳥山町５００番地先 

工事概要 

現場塗装工３，７８５ｍ２、橋梁足場工７５５ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ３２，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

（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 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） 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 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 １４２４０１００３８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅前地区中央土地区画整理事業道路標識設置工事 

施工場所 
戸塚区矢部町５５番１ほか 

工事概要 

案内標識板設置工８枚、標識柱設置工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 ４１，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：道路標識設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者又
は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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） 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 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 都市整備局戸塚中央区画整理事務所 電話 ０４５－８６６－２４７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市内区画線設置工事 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、西区及び港北区内一円 

工事概要 

溶融噴射式路面カラ－塗装工２，３３１ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２，４３０ｍ 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 １７，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 ０４５－６７１－２７８５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道荏田第１６４号線ほか８か所路側帯カラ－塗装工事 

施工場所 
青葉区荏田西四丁目６番１地先から７番７地先までほか８か所 

工事概要 

溶融噴射式路面カラ－塗装工１，８１５ｍ２、区画線工設置工Ｌ＝１，８００ｍ 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 １３，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 

（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 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） 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 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 ０４５－６７１－２７８５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道東永谷第４１５号線ほか６か所路側帯カラ－塗装工事 

施工場所 
港南区大久保三丁目３９番１６号地先から３０番９号地先までほか６か所 

工事概要 

溶融噴射式路面カラ－塗装工１，８１０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝１，３００ｍ 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 １３，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 ０４５－６７１－２７８５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４３６０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝６，２００ｍ、溶融噴射式カラー塗装工７５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１７日まで 

予定価格 １２，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １４３６０１００３１ 

工事件名 港南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 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。）。 
   港南土木管内区画線設置工事（その１） 
（３） 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 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 １４４５０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内区画線設置工事（その４） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝７，９３０ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工６４０ｍ２ 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 １１，２８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 １４４５０１００４９ 

工事件名 戸塚土木管内区画線設置工事（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 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 戸塚土木管内区画線設置工事（その２） 
  イ 戸塚土木管内区画線設置工事（その３） 
（３） 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 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 １４４００１００３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝４，８００ｍ、カラー塗装工３５０ｍ２ 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 ６，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 

※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 １４４００１００３２ 

工事件名 金沢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 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。）。 
   金沢土木管内区画線設置工事（その１） 
（３） 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 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 １４３７０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝２，７００ｍ、溶融噴射式路面カラー塗装工２３０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１６日まで 

予定価格 ４，４５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 

※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 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 １４３７０１００３４ 

工事件名 保土ケ谷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 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。）。 
   保土ケ谷土木管内区画線設置工事（その１） 
（３） 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 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 １４３４０１００３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝１，６１０ｍ、標識設置工５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 ４，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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 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 １４３４０１００３１ 

工事件名 中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 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。）。 
   中土木管内区画線設置工事 
（３） 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 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 １４３３０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内区画線設置工事（その２） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

区画線設置工Ｌ＝３，４００ｍ、路面カラー塗装工２３５ｍ２ 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 ４，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 ９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 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 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 １４３３０１００２５ 

工事件名 西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 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。）。 
   西土木管内区画線設置工事 
（３） 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 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。 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

167 

 

契約番号 １４１４０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（大黒ふ頭中継所補修工） 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭２０番地ほか１か所 

工事概要 

覆工板取替工２５６枚 

工期 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

予定価格 ４４，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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１２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 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） 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 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 １４５５０１００１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜ヘリポート格納庫等解体工事 

施工場所 
金沢区福浦三丁目２番地 

工事概要 

格納庫解体工（Ｓ造、平屋建、延床面積５９９．０８ｍ２）、車庫・展示室解体工（Ｓ造 
、平屋建、延床面積１１４．４９ｍ２） 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 ４４，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 - 

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工工事業又は建築工事業に係る主任技術者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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４７１０１０２１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
竹山小学校鉄骨造校舎解体工事 

施工場所 
緑区竹山三丁目１番地１６ 

工事概要 

鉄骨造校舎解体工、渡り廊下解体工 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 ２５，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３３０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
谷本公園北側エリアフェンス工事 

施工場所 
青葉区下谷本町３３番６ 

工事概要 

防球ネット設置工、メッシュフェンス設置工 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 ３３，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工工事業、土木工事業、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る主任技術者又は監理技
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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 ０４５－６７１－３９４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
俣野別邸（仮称）再建工事（電気設備工事） 

施工場所 
戸塚区東俣野町８０番地１ 

工事概要 

木造（一部レンガ造）、地上２階地下１階建、延床面積（主屋：７５３．２７ｍ２、附属 
屋：４９．６９ｍ２）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２８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２８，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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５１分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（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 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） 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 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 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２２０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢工場排ガス分析計更新工事 

施工場所 
金沢区幸浦二丁目７番地１ 

工事概要 

煙突側分析計装置更新工３台、脱硝側分析計装置更新工３台 

工期 契約締結の日から平成２７年１１月３０日まで 

予定価格 ２８，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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、準市内又は市外 

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 

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）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置 
する場合は、（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証 
明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し及び監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 
できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 
実績調書（工事内容欄に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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１時０３分  

支払い条件 前金払 する（各年） 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 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） 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 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 １４２７０１００１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）鶴見区元宮二丁目方面保育園新築工事（電気設備工事）（その２） 

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番１号 

工事概要 

新築工（木造、平屋建、延床面積６８２．３５ｍ２）、外構工 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３１日まで 

予定価格 ２７，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 

（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 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） 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 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、入札の中止による再度の発注である。 

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 １４２１０１０３３９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター中央主電磁流量計（９００ｍｍ）等修理工事 

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号 

工事概要 

電磁流量計発信器交換工２台、電磁流量計変換器交換工４台、差圧伝送器交換工１台 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 １７，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 １４２２０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場投入扉車両検知器補修工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

ループ式車両検知器更新工 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１２日まで 

予定価格 １，７８３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：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 

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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１時０４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 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） 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 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 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 １４２７０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北保育園待機児童解消対策増築その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
港北区仲手原二丁目２０番１９号 

工事概要 

増築工（木造、地上１階建、５９．５０８ｍ２）、既存園舎改修工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３０日まで 

予定価格 ６，９７６，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 １１時１４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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） 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 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、入札の中止による再度の発注である。 

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 １４７１０１０２１６ 

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（電気設備工事） 

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 ２月２７日まで 

予定価格 １４，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １１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 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） 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 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 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２７０１００１６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）鶴見区元宮二丁目方面保育園新築工事（衛生空調設備工事）（その２） 

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番１号 

工事概要 

新築工（木造、平屋建、延床面積６８２．３５ｍ２）、外構工 ほかの建築工事に伴う衛 
生空調設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

予定価格 ４４，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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） 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 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、入札の中止による再度の発注である。 

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 １４７１０１０２０９ 

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（空調衛生設備工事） 

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 ほかの建築工事に伴う空調衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 １４，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

（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 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） 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 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 １４２７０１００１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北保育園待機児童解消対策増築その他工事（衛生空調設備工事） 

施工場所 
港北区仲手原二丁目２０番１９号 

工事概要 

増築工（木造、地上１階建、５９．５０８ｍ２）、既存園舎改修工の建築工事に伴う衛生 
空調設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月３０日まで 

予定価格 １７，２９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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） 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 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、入札の中止による再度の発注である。 

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 １４２１０１０３２９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部水再生センター発電機制御室空調設備修理工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地 

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 ３，７３３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 環境創造局西部水再生センター 電話 ０４５－８５２－６４７１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港湾局機械設備緊急修繕工事（その２） 

施工場所 
鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区及び金沢区 

工事概要 

横浜航空貨物ターミナル、本牧ターミナルオフィスセンター、市民利用施設、庁舎、厚生 
施設等の建築機械設備修繕工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 ２，８９３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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１１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 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－１５２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１４０１００７３ 

工事件名 港湾局機械設備緊急修繕工事（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 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。）。 
   港湾局機械設備緊急修繕工事（その１） 
（３） 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 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 １４２１０１０３４２ 

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５系列反応タンク水中撹拌機修理工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

工事概要 

水中撹拌機新規交換工３台、水中撹拌機分解修理工９台 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

予定価格 ２４，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事又はその他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で
配置すること。 
当該技術者は落札候補（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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 １４１４０１００７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日本丸メモリアルパーク横浜みなと博物館エレベーター更新工事 

施工場所 
西区みなとみらい二丁目１番１号 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（定格速度４５ｍ／分、定格積載量７５０ｋｇ、定員１１ 
人、乗用） 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 １８，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る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、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元 
  請としての施工実績を有すること。 
（２）現場代理人は、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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）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 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） 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 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 ０４５－６２２－１５２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４０２０１０００９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市立大学学生交流センター（仮称）新築工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
金沢区瀬戸４２４９番地の２０ 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（定格速度６０ｍ／分、定格積載量１，０００ｋｇ、定員 
１５人、乗用） 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 １７，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る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、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元 
  請としての施工実績を有すること。 
（２）現場代理人は、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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４０２０１０００９ 

工事件名 横浜市立大学学生交流センター（仮称）新築工事（昇降機設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）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 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）横浜市立大学学生交流センター（仮称）新築工事（建築工事）の請負契約の締結が 
  横浜市会平成２６年第３回定例会において可決されないときは、この入札を中止する 
  ことがある。 
（３） 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 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 １４７１０１０２１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
さわの里小学校昇降機室増築その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
磯子区上中里町５４８番地 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（定格速度４５ｍ／分、定格積載量７５０ｋｇ、定員１１ 
人、乗用） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２７日まで 

予定価格 １２，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る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、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元 
  請としての施工実績を有すること。 
（２）現場代理人は、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １１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 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） 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 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 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢水再生センター送風機設備用乾式空気ろ過器修理工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目１７番地 

工事概要 

送風機設備用乾式空気ろ過器修理工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 １０，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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５４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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） 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 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 環境創造局南部下水道センター 電話 ０４５－７７３－３０９６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４２１０１０３４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
俣野別邸（仮称）再建工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
戸塚区東俣野町８０番地１ 

工事概要 

エレベーター製作・設置工１基（定格速度４５ｍ／分、定格積載量７５０ｋｇ、定員１１ 
人、乗用） 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１５日まで 

予定価格 １０，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る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、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元 
  請としての施工実績を有すること。 
（２）現場代理人は、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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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５２分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（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 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） 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 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 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４１２０１００９４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
相武隧道ジェットファン撤去工事 

施工場所 
金沢区朝比奈町１５１番地先から栄区上郷町１５６３番地先まで 

工事概要 

ジェットファン撤去工８台 

工期 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

予定価格 ４，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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３２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 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） 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 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 １４１４０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
本牧ふ頭Ｃ－５号上屋自動火災報知設備改修工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭構内 

工事概要 

自動火災報知設備改修工 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月１５日まで 

予定価格 ８，４２１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 消防施設 

格付等級 - 

登録細目 【消防施設：火災報知設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

消防施設工事業又は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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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） 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 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 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

193 

 

契約番号 １４２２０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑事務所ほか１か所消防用設備等更新工事 

施工場所 
緑区長津田みなみ台五丁目１番地１５ほか１か所 

工事概要 

消防用設備等更新工 

工期 契約締結の日から平成２６年１２月２６日まで 

予定価格 ４，４３２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 消防施設 

格付等級 - 

登録細目 【消防施設：火災報知設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

消防施設工事業又は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１９日（金）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２４日（水）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 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 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 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） 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 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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横浜市調達公告第297号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「都市計画道路宮内新横浜線ほか２路線事業用地除草業務委託」ほか31件の契約について

、一般競争入札を行う。 
平成26年９月９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 
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次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号までに

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

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

。 

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

第７号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

。 

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

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

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

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

めない。 

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

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

た日）の２日後(ただし、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
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示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により落

札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。 

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

第４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

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

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

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、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 １４１２０３００７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市計画道路宮内新横浜線ほか２路線事業用地除草業務委託 

納入／履行場所 
港北区高田西一丁目８００番地から新吉田町３６１９番地までほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 道路局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１２０３００７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
建設課管理用地除草業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 １４１４０５０００１ 

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）日産アベニール １台の売払 

納入／履行場所 
港湾局横浜港維持管理ビル 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 港湾局建設第一課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０２７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなとみらい２１新港地区８街区植栽管理業務委託（その４） 

納入／履行場所 
中区新港一丁目５番 

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 - 

低制限価格 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 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 １４２２０２０４７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ごみ収集車両部品（Ｃ）コードクランプ（日立） １１個（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

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 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 自動車部品 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ７回以内 契約保証 免除 

注意事項 

事前に同等品の確認を求める場合は、９月 17 日の午後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９月 19 日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０２０４７９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
冬用作業服ＳＢ（上衣） １，０７９着ほかの製造 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

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に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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１０月 ３日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年１０月 ６日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年１０月 ６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 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年９月 26 日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール 

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

こと。 

２．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

発注担当課 資源循環局職員課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

203 

 

契約番号 １４２２０３０１３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場下水道管清掃委託 

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 ３月１３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 下水道管等保守 

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実績を有する者。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

⑤汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者 

は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 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 １４２２０３０１３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷工場トラックスケール点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局保土ケ谷工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 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 １４２２０３０１３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場トラックスケール点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年１１月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０３０１４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷工場脱臭装置活性炭再生委託 

納入／履行場所 
資源循環局保土ケ谷工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０３０１４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場汚水槽等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 浄化槽・貯水槽等清掃 

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実績を有する者。 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者 

は引受証明書 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）７１トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）５１トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１３６トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）６８トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）９９トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）７９トン（概算）の売払（平成２６年１１月分）

納入／履行場所 
金沢資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１４０トン（概算）の売払（平成２６年１１月分）

納入／履行場所 
緑資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）８４トン（概算）の売払（平成２６年１１月分）

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１４９トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
栄ストックヤード（資源循環局栄工場跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）４１４トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
神明台ストックヤード（横資源循環局神明台処分地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（南部方面）１９９トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（北部方面）２３５トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１６５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス１１トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（横浜市金沢区福浦２－１７－１３）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０１６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス４３トン（概算）の売払（平成２６年１１月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（横浜市金沢区福浦２－１７－１３）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１１月 １日から平成２６年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

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：缶（アルミ、スチール）】 

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。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ９月２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２５０４００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ハイブリッド普通乗用自動車 １台の借入 

納入／履行場所 
総務局管理課輸送事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年１２月 １日から平成３１年１１月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 自動車賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①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３位までに登録していること。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

提出書類 

引受証明書 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

②平成 26 年度分の賃借料総額（税抜き）で見積もること。なお、１か月未満の月は１か月 

として見積もること。 

発注担当課 総務局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４３７０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４３８０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区いきいき街路樹事業剪定業務委託 

納入／履行場所 
旭区柏町ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月１７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）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 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

225 

 

契約番号 １４７１０２０１３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
校旗（小学校） １３式 

納入／履行場所 
横浜市立末吉小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 バッチ・旗・天幕 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０２０１３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
校旗（中学校） １３式 

納入／履行場所 
横浜市立潮田中学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 バッチ・旗・天幕 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２４日（水）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 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０２０１３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン ３０台ほか 

納入／履行場所 
教育委員会事務局北部学校教育事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２４日（水）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 教育委員会事務局教育総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０２０１３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市立南高等学校ＣＡＬＬシステム 一式 

納入／履行場所 
横浜市立南高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局高校教育課 

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298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９月９日 

                                契約事務受任者 

横浜市総務局長 山 隈 隆 弘 

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 

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 電子計算機及

び周辺装置オ

ペレーション

等業務委託 

一式 

総務局ＩＴ活

用推進部情報

システム課 

平成 26

年７月

29 日 

日本企画株式会社 

千葉県船橋市本町６

丁目 21 番 16 号 

円

31,752,000

一般競

争入札 

平成 26

年６月

17 日 

－ 
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水道局調達公告第107号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「西谷浄水場見学者用外便所ほか修繕工事」ほか４件の工事について、一般競争入札を行う

。 

平成26年９月９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 新月のものを対象とする。また、 新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、 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

水 道 局 
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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

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

のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、 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 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者

のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(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 低制限価格以上の価格をもって入札し

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。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。 
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(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。 

(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 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 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 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定

価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８

割に満たない者は、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
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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) 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 １４５２０１０３０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場見学者用外便所ほか修繕工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

外便所内装改修工、外便所衛生器具取替工４か所、管理棟床タイル張替工、管理棟鋼製建 
具取替工２か所、管理棟外階段手摺取付工Ｌ＝４０．２ｍ 

工期 契約締結の日から１２５日間 

予定価格 ６，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １０時５４分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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） 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 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 １４５２０１０３０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）中村町事務所建替工事（屋外電気設備工事） 

施工場所 
南区中村町４丁目３０５番地 

工事概要 

外灯設備工 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 １５，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 １４５２０１０３１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場１系沈殿池改良工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地 

工事概要 

制水扉据付工１基、安全設備・架台類据付工、制水扉撤去工１基、安全設備・架台類撤去 
工、遮水壁設置工４箇所 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ７，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５２０１０３０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場採水ポンプ定期修繕工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地 

工事概要 

水中ポンプ修繕工一式、採水ポンプ盤修繕工一式 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ７，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置するこ
と。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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） 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 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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５２０１０３０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
峰配水池雑排水ポンプ修繕工事 

施工場所 
磯子区洋光台六丁目１０番１８号 

工事概要 

雑排水ポンプ修繕工一式 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置するこ
と。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 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 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） 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 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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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水道局調達公告第108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９月９日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

自動かび臭測定装置 一式の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成27年３月31日 

 (4) 納入場所 

旭区上川井町2555番地 

横浜市水道局浄水部川井浄水場 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

 (6) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

(7) その他 

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

（以下「運用基準」という。）によること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条にお

いて準用する横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。）第３条

第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

 (2) 平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「理化学機械器具

」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成26年９月19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) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成26年９月19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） 
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福島 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年10月３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 

〒240-0045 保土ケ谷区川島町522番地 

横浜市水道局浄水部西谷浄水場 

電話 045(371)5335（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17日から平成26年10月21日（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。ただし

、 終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成26年10月22日午後１時30分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成26年10月21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22日午後１時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の

範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

The purchase of one set of automatic mold smell measuring device  

(2) Deadline for the tender: 1:30 p.m. 22, 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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水道局調達公告第109号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

 次のとおり、「ＡｕｔｏＣＡＤ ＬＴ Ｃｉｖｉｌ Ｓｕｉｔｅ 2015 Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｎｅ

ｗ ＳＬＭ（Ａｕｔｏｄｅｓｋ） ８本 製品指定」ほか２件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成26年９月９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。 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

244 

 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号までに

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

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

。 

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

第７号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

。 

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

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

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

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

めない。 

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

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

た日）の２日後(ただし、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
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メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出し、ま

た、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は指

示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により落

札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期（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 １４５２０２０３８２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＡｕｔｏＣＡＤ ＬＴ Ｃｉｖｉｌ Ｓｕｉｔｅ ２０１５ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｎｅｗ

ＳＬＭ（Ａｕｔｏｄｅｓｋ） ８本 製品指定 

納入／履行場所 
水道局技術監理課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２４日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局技術監理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０３０５２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部第二給水維持課管内大口径バルブ保守点検業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区深谷町１０５５番地１地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月１３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績（国内における口径４００ミリメートル以上の水道 

用バルブ保守点検業務）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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局南部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０５００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（鋳鉄屑）２０，６１３キログラムほかの売払 

納入／履行場所 
都筑区東方町２１０４ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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。 

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 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 水道局西部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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水道局調達公告第110号 

一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行 

次のとおり、「川井浄水場接合井耐震補強工事に伴う設計業務委託」ほか11件の契約について、一般競争

入札を行う。 

平成26年９月９日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

１ 入札参加資格 

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

べて満たしていなければならない。 

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

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

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

る者であること。 

(2) 平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）に登載されている者である

こと。 

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

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、第９項第５号に定める場合を

除く。 

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

。 

３ 設計図書の交付等 

(1) 設計図書の交付 

設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

 ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

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

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

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

り提出すること。 

イ 質問に対する回答 

入札日の４日前（ただし、土休日等を含まないものとして計算する。）の午後１時までに発注情報

詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札及び開札日時については、契約ごとに定める。 

(2) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の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。 

(3) 入札の回数は２回までとする。 

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

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

する入札 
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(2) 第１項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

低制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。 

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

入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決

定は保留する。 

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

あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

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

、その旨を通知する。 

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

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

した者を新たに落札候補者とし、前号の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで

同様の手続を繰り返す。 

(5) 第１号において落札候補者となる者がないとき又は前号イにおいて予定価格以下の価格をもって入

札した者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても第１号から前号までの手

続は同様とする。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限

価格未満の入札をした者の入札は認めない。 

(6) 第３号の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約

ごとに定める提出書類等を、開札日（第４号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提

出を求めた日）の２日後（ただし、土休日等を含まないものとして計算する。）の午後５時までに経

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

が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でない

ものとし、第４号イの手続により落札者を決定する。 

(7) 第４号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して

、当該落札候補者に通知する。 

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

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

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

の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

行済部分に応じて行う。 

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

の場合、契約書の作成は落札者が行うものとし、当該契約書の作成費用は落札者が負担するものとす

る。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

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

の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、第６項第６号に定める書類の提出をしない場合 

(4) 第６項第３号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第

23条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定さ

れた場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

ればならない。 

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

する競争入札取扱要綱及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところによるものとす

る。 
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契約番号 １４５２０３５４９９ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
川井浄水場接合井耐震補強工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２５５５番地 

概要 

打合せ協議一式、作業計画立案一式、補強方法の検討及び耐震性照査一式、詳細設計一式、各

種委員会資料作成一式、照査一式、報告書作成一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月 ５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

平成１１年４月１日以降において、上下水道施設における鉄筋コンクリート製池状構造物の３

次元構造解析を用いた、築造設計又は耐震補強設計の業務実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時３０分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５０４ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場口径６００ｍｍ連絡管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区小雀町２４７０番地 

概要 

業務計画作成一式、関連資料の収集及び整理一式、連絡管布設替工法の検討一式、詳細設計一

式、照査一式、打合せ協議一式、報告書作成一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ２月１６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

設計管径４００ｍｍ以上の導送配水管布設に伴う開削工法による設計の業務実績を有するこ

と。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 １時４５分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５０５ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
上大岡線口径８００ｍｍ配水管更新工事（その２）に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
港南区港南一丁目２２番６号地先から港南四丁目１２番３１号地先まで 

概要 

更新・布設替詳細設計（ＰＩＰ）一式、更新・布設替詳細設計（開削（大口径））一式、中大

口径推進詳細設計（鞘管 口径１２００ｍｍ）一式、既設水管橋撤去詳細設計一式、布設替詳

細設計（開削（小口径））一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月２３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

平成１１年４月１日以降において、設計管径８００ｍｍ以上（中大口径）の推進工法による設

計の業務実績を有すること。 

提出書類 

履行実績申告書（設計業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午後 ２時００分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。 

発注担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０８１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５０７ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
根岸旭台ほか２か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
中区根岸旭台６２番地先から根岸加曽台２５番地８地先までほか２か所 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 ９時３０分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０８１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５０８ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
上菅田町ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区上菅田町５４９番地２地先から４１８番地１２９地先までほか１か所 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 ９時４５分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０８１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５０９ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
蒔田町ほか２か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
南区蒔田町８５９番地先から９９０番地先までほか２か所 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時００分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０８１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５１０ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
松影町ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
中区松影町２丁目６番地７地先から４丁目１４番地１１地先までほか１か所 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時１５分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０８１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５１１ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
あざみ野三丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
青葉区あざみ野三丁目３番地３地先から２５番地２１地先まで 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時３０分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５１２ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
美しが丘二丁目ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委

託 

納入／履行場所 
青葉区美しが丘二丁目２６番地先から９番地１地先までほか１か所 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １０時４５分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５１３ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
和泉町口径１５０ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
泉区和泉町４０４９番地３地先から中田町３４６２番地３４地先まで 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １１時００分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５１４ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
阿久和東一丁目口径１５０ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
瀬谷区三ツ境１６４番地２地先から阿久和東二丁目７番地２８地先まで 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 １月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １１時１５分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １４５２０３５５１５ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
大棚町口径１５０ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
都筑区中川中央一丁目１８番１号地先から大棚町４５９番地先まで 

概要 

布設替詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 土木設計 

格付等級 - 

登録細目 【土木設計：上水道、下水道等の設計】 

所在地区分 市内 

その他 

横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業規模区分において「中小

企業」として登録が認められていること。 

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。  

入札及び開札日時 平成２６年 ９月２５日（木）午前 １１時３０分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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、設計図書に関する質問及

び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。また、担当技術者の

資格要件についても留意すること。 

発注担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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水道局調達公告第 111 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９月９日 

                                   横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

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 浄水課水運用

計算機システ

ムソフトウェ

ア設定等委託 

水道局経営部

経理課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 26

年 ７ 月

28 日 

株式会社日立製作

所横浜支社 

西区高島一丁目１

番２号 

円

53,460,000

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3 7 2

号）第 10

条第１項

第２号
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交通局調達公告第85号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「上永谷車両基地出入庫線低配ケーブル更新工事」ほか１件の工事について、一般競争入札

を行う。 

平成26年９月９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 新月のものを対象とする。また、 新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、 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

交 通 局 
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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

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

のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、 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 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者

のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(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 低制限価格以上の価格をもって入札し

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。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。 
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(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。 

(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 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 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 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定

価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高

請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８

割に満たない者は、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
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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) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第77号 平成26年９月９日発行 

270 

 

契約番号 １４５３０１００３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上永谷車両基地出入庫線低配ケーブル更新工事 

施工場所 
港南区野庭町７１３番地 

工事概要 

電灯設備工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年 ２月２７日まで 

予定価格 ９，９３３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）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 

（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 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） 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 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 ０４５－３２６－３８１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １４５３０１００３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上永谷車両基地検修庫汚水配管改修工事 

施工場所 
港南区野庭町７１３番地 

工事概要 

汚水配管改修工一式 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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、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２２日（月）午前 ９時００分から 
平成２６年 ９月２５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ９月２６日（金）午前 １１時０４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 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） 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 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 ０４５－３２６－３８１４ 

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

 

 


