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横浜市調達公告第76号 

一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり、「南区総合庁舎移転新築工事（外構工事）」ほか53件の工事について、一般競争入札を行う

。 

平成27年３月17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27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）を受けていること。 

(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 

   平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が属する行政

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27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）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。 

調 達 公 告 
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(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下

「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第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) 平成27・28年度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 

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

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

ない。 

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

(6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

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

１項の規定により、一般競争参加停止及び指名停止措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

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

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

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

定める開札予定日時が 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、次のア又はイのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

ア 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。 

(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。 

イ 従事している工事が、平成27年３月31日までに完成することが明らかな本市発注の管内一円工事(

工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若しくは「区名」等で包括的に指

定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」お知らせ欄に平成27年

２月24日付掲載の「管内一円工事一覧」を参照。）であるとき。 

(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27・28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
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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

。 

(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 １５２６０１０００２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南区総合庁舎移転新築工事（外構工事） 

施工場所 
南区浦舟町２丁目３３番地 

工事概要 

舗装工（自然石舗装：７８２ｍ２、半たわみ舗装：６４２ｍ２、アスファルト舗装： 
４１５ｍ２、視覚障害者用タイル：２１ｍ２）、縁石工５４８ｍ、土工（掘削： 
９８４ｍ３、埋戻し：４６７ｍ３）、排水工（側溝：３０９ｍ、管渠：１９０ｍ）、門扉 
工１基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写 
し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３ 

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 １５２６０１０００２ 

工事件名 南区総合庁舎移転新築工事（外構工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 横浜型地域貢献企業であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８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８５点以上の者であること。  
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

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

施工場所 
都筑区佐江戸町２５番地 

工事概要 

覆蓋工一式、防食工一式 

工期 契約締結の日から平成２８年 ２月２６日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）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 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００５５ 

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

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２５年３月１日から平成２７年２月２８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。  
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）特記仕様書において、専門技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（４）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。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区南太田地区下水道再整備工事（その１２） 

施工場所 
南区南太田二丁目４番１１号地先から２９番１２号地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝３６４．６ｍ）、強プラ管布設工 
（Φ７００ｍｍ～Φ１，１００ｍｍ、Ｌ＝３８４．４ｍ）、鋼管さや管ボーリング推進工 
（Φ５００ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝３５．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２８年 ７月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２６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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００５６ 

工事件名 南部処理区南太田地区下水道再整備工事（その１２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１２０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高速横浜環状北西線（下谷本地区）橋梁下部工事 

施工場所 
青葉区下谷本町１番１地先から緑区北八朔町２２６番４地先まで 

工事概要 

橋梁下部工（逆Ｔ式、２基）、場所打ち杭工（鋼管ソイルセメント杭Φ１，０００ｍｍ、 
６６本、Ｌ＝８．９ｍ～９．４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）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２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１２０１００２４ 

工事件名 高速横浜環状北西線（下谷本地区）橋梁下部工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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１２年４月１日以降に完成した、基礎が場所打ち杭施工のコンクリート橋梁下 
  部築造工事の元請としての施工実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成 
  員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 
（２）現場代理人は、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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１２０１００２５ 

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（名瀬・岡津地区）街路整備工事（その７） 

施工場所 
戸塚区名瀬町１６９７番地先から２１３４番地先まで 

工事概要 

土工一式、護岸工３９ｍ、プレキャスト擁壁工一式、車道舗装工４，４２５ｍ２、車道舗 
装工（夜間）２６９ｍ２、歩道舗装工２，２６７ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２２８２ 

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 １５１２０１００２５ 

工事件名 都市計画道路権太坂和泉線（名瀬・岡津地区）街路整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 工種「土木」に係る発注者別評価点（主観点）が９０点以上の者であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８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８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部水再生センター水処理施設（２０系列）反応タンク覆蓋等整備工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地 

工事概要 

覆蓋工一式、防食工一式 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８５０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６５ 

工事件名 南部水再生センター水処理施設（２０系列）反応タンク覆蓋等整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）特記仕様書において、専門技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区滝頭地区下水道再整備工事（その２７） 

施工場所 
磯子区滝頭一丁目４番地先から５番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝３５２．３ｍ）、強プラ管布設工 
（Φ７００ｍｍ、Ｌ＝８２．２ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０ｍｍ、自立管、 
Ｌ＝１４９．１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時０３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－２８６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００５７ 

工事件名 南部処理区滝頭地区下水道再整備工事（その２７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１２０１００２６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高速横浜環状北西線（北八朔地区）基盤整備工事（その４） 

施工場所 
緑区北八朔町２１７番１地先から２１７番２０地先まで 

工事概要 

土工（機械掘削６，４３９ｍ３、土砂等運搬６，１０４ｍ３、整地３１０ｍ３）、地盤改 
良工一式、排水構造物工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１２０１００２６ 

工事件名 高速横浜環状北西線（北八朔地区）基盤整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部処理区矢向地区下水道再整備工事（その３） 

施工場所 
鶴見区元宮一丁目２番地先から４番地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝１５９ｍ）、強プラ管布設工 
（Φ７００ｍｍ～Φ８００ｍｍ、Ｌ＝１７４．１ｍ）、管きょ更生工（反転・形成工法、 
Φ２５０ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝１２９．１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時４６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００４２ 

工事件名 北部処理区矢向地区下水道再整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  いずれかであること。 
（２）平成２６年度の災害協力事業者であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１４０１００２０ 

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５９・Ｌ型ブロック製作
工） 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１４番 

工事概要 

Ｌ型ブロック製作工（Ｈ＝７ｍ）２０基 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 ５８，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（２）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写 
し 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １５１４０１００２０ 

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５９・Ｌ型ブロック製作
工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  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２５年３月１日から平成２７年２月２８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）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

27 

 

契約番号 １５２１０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区馬場地区下水道整備工事（その２） 

施工場所 
鶴見区上の宮一丁目１２番３号地先から馬場七丁目７番１０号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝１１９．２ｍ）、鉄筋コンクリート管撤去工（Φ３０ 
０ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝１３８．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 ５０，５４０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  いずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時４８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００４４ 

工事件名 神奈川処理区馬場地区下水道整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第一水再生センター水処理施設（第３系列）等覆蓋整備工事（その３） 

施工場所 
鶴見区元宮二丁目６番１号 

工事概要 

覆蓋工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 １８，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置主任技術者・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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時１２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６３ 

工事件名 北部第一水再生センター水処理施設（第３系列）等覆蓋整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、専任配置を要する他の工 
事に専任の技術者として従事している者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日ま 
でに完成することが明らかな本市発注の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある 
工事又は施工場所を「○○一円」若しくは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細につ 
いては横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４ 
日付掲載の「管内一円工事一覧」を参照。）の場合に限り、専任配置を要する他の工事に 
専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を指定。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１４０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
臨港道路本牧ふ頭Ａ突堤ランプ整備工事（擁壁工） 

施工場所 
中区本牧ふ頭Ａ突堤内 

工事概要 

Ｕ型擁壁築造工（Ｈ＝１．５ｍ～３．２ｍ、Ｌ＝３２ｍ）、Ｌ型擁壁築造工（Ｈ＝１．３ 
ｍ～２ｍ、Ｌ＝４４．６ｍ）、地盤改良工（中層混合処理工）２，５５６ｍ３ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 ８２，１２０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設第一課 電話 ０４５－６７１－７３０４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１４０１００２２ 

工事件名 臨港道路本牧ふ頭Ａ突堤ランプ整備工事（擁壁工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  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 工種「土木」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２５年３月１日から平成２７年２月２８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８５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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区蒔田地区下水道再整備工事（その２８） 

施工場所 
南区蒔田町８６５番地先から榎町２丁目６６番地先までほか３か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ４００ｍｍ、Ｌ＝４０５．４ｍ）、強プラ管布設工（Φ 
７００ｍｍ、Ｌ＝４．６ｍ）、ヒューム管布設工（Φ１，２００ｍｍ、Ｌ＝４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年１２月１８日まで 

予定価格 ７６，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００４５ 

工事件名 南部処理区蒔田地区下水道再整備工事（その２８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、南区、保土ケ谷区、旭区、緑区、青葉区又は瀬谷区内の 
  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 工種「土木」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２５年３月１日から平成２７年２月２８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８５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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区大橋地区下水道再整備工事 

施工場所 
南区大橋町２丁目２８番地先から３８番４地先までほか２か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝２４６．８ｍ）、管きょ更生工（反転 
・形成工法、Φ２５０ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝７６．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年１１月３０日まで 

予定価格 ７２，５４０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）主たる営業所の所在地が、南区、保土ケ谷区、旭区、緑区、青葉区又は瀬谷区内の 
  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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５７１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００４６ 

工事件名 南部処理区大橋地区下水道再整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区仏向地区下水道整備工事（その９８） 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町９６６番地４地先から９６７番地３地先まで 

工事概要 

小口径推進工（Φ３００ｍｍ、Ｌ＝５７．４ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ３０ 
０ｍｍ、Ｌ＝５２．９ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年１２月１８日まで 

予定価格 ５０，２７０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－２８４５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００４１ 

工事件名 神奈川処理区仏向地区下水道整備工事（その９８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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１２年４月１日以降に完成した、推進工事の元請としての施工実績を有するこ 
  と。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が  
  １０分の２以上のものに限る。 
（２）現場代理人は、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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区滝頭地区下水道再整備工事（その２８） 

施工場所 
磯子区滝頭一丁目６番地先から５番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝２３４．１ｍ）、管きょ更生工（反転 
・形成工法、Φ２５０ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝１２１．５ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０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  該当する 

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６９ 

工事件名 南部処理区滝頭地区下水道再整備工事（その２８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、栄区又は泉区内のい 
  ずれかであること。 
（２）平成２６年度の災害協力事業者であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター南側塩素混和池耐震補強等整備工事（その３） 

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号 

工事概要 

塩素混和池耐震補強工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５３，６４０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  いずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時１０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６１ 

工事件名 港北水再生センター南側塩素混和池耐震補強等整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北水再生センター汚泥調整槽（Ｎｏ．１１）等覆蓋等整備工事 

施工場所 
港北区大倉山七丁目４０番１号ほか１か所 

工事概要 

覆蓋工一式、防食工一式 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 ４６，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  いずれかであること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時１１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６２ 

工事件名 港北水再生センター汚泥調整槽（Ｎｏ．１１）等覆蓋等整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）特記仕様書において、専門技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区等池辺地区下水道整備工事（その９４） 

施工場所 
都筑区池辺町１４１３番地先から１４３６番地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ４００ｍｍ、Ｌ＝５９０．２ｍ）、強プラ管布設工（Φ 
８００ｍｍ、Ｌ＝８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年１２月１８日まで 

予定価格 ７６，５１０，０００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：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００４３ 

工事件名 港北処理区等池辺地区下水道整備工事（その９４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区又は都筑区内の 
  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 平成２５年度又は平成２６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２５年３月１日から平成２７年２月２８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）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１２０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２６年度和泉川改修工事（その４） 

施工場所 
泉区和泉町５１６８番２地先から５１７２番２地先まで 

工事概要 

護岸工（右岸ブロック積工Ｌ＝５９ｍ、左岸ブロック積工Ｌ＝６０ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 ６０，５２０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８７ 

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 １５１２０１００２３ 

工事件名 平成２６年度和泉川改修工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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「土木」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２５年３月１日から平成２７年２月２８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８５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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事（その１３） 

施工場所 
泉区和泉町５６２４番地先から５６２６番地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工９７か所 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 ４９，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） なお、配置技術者・現場代理人（変更）届出書については、契約番号１５２１０ 
１００４７番及び１５２１０１００４８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２７年 ３月３０日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 １日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００４７ 

工事件名 西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事（その１３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）本件工事は契約番号１５２１０１００４８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１５２１０１００４７番及び１５２１０１００４８ 
  番の合計金額を契約番号１５２１０１００４７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。 
（３）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 
  １５２１０１００４７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。 
（４）入札参加にあたっては、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）。なお、現場代理人 
   が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
   あわせて留意すること。 
  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）。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事（その１３）に伴う付帯工事 

施工場所 
泉区和泉町５６２４番地先から５６２６番地先まで 

工事概要 

取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、９６か所） 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

契約番号１５２１０１００４７番に記載する。  

その他 

契約番号１５２１０１００４７番に記載する。 

提出書類 

契約番号１５２１０１００４７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２７年 ３月３０日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 １日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号１５２１０１００４７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１５２１０１００４７番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部水再生センター沈砂池等覆蓋整備工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町２３１番地 

工事概要 

覆蓋工一式 

工期 契約締結の日から平成２７年１１月３０日まで 

予定価格 １６，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置主任技術者・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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時１３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６４ 

工事件名 西部水再生センター沈砂池等覆蓋整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、専任配置を要する他の工 
事に専任の技術者として従事している者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日ま 
でに完成することが明らかな本市発注の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある 
工事又は施工場所を「○○一円」若しくは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細につ 
いては横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４ 
日付掲載の「管内一円工事一覧」を参照。）の場合に限り、専任配置を要する他の工事に 
専任の技術者として従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を指定。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５３１０１０００８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道鶴見駅三ツ沢線ほか１路線（鶴見区北寺尾一丁目）舗装補修工事（夜間） 

施工場所 
鶴見区東寺尾中台１２番１１号地先から北寺尾一丁目１３番１号地先まで 

工事概要 

舗装打換工３，１２９ｍ２、切削オーバーレイ工３，５４９ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２６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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※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 １５３１０１０００８ 

工事件名 主要地方道鶴見駅三ツ沢線ほか１路線（鶴見区北寺尾一丁目）舗装補修工事（夜間） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５３６０１００１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道横浜鎌倉（日野中央地区）舗装補修工事 

施工場所 
港南区日野中央一丁目１番地先から７番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５，２５０ｍ２、区画線設置工Ｌ＝２，２５２ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時１６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第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 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 １５３６０１００１０ 

工事件名 主要地方道横浜鎌倉（日野中央地区）舗装補修工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 工種「ほ装」に係る発注者別評価点（主観点）が７５点以上の者であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８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８５点以上の者であること。  
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５３７０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区川辺町地内ほか１か所舗装補修工事（夜間） 

施工場所 
保土ケ谷区川辺町３番地１地先ほか１か所 

工事概要 

遮熱性舗装工１，０３１ｍ２、舗装敷均し転圧工１，０６９ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月１１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）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。） 
 （６）共同企業体協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 １０時０３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※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 １５３７０１０００５ 

工事件名 保土ケ谷区川辺町地内ほか１か所舗装補修工事（夜間） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の４以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という。）の出資比率は、当該共同 
  企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次のア 代表構成員の資格要件を 

全て満たす者と、イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を全て満たす者に 
よる組合せであること。 

  ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）平成１２年４月１日以降に完成した、１か所の舗装面積１００ｍ２以上の遮熱 
    性舗装工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企 
    業体の構成員としての実績の場合は、代表構成員のものに限る。 
  （イ）平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本件工事と同工 
    種の工事 高請負実績の元請金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 
    税相当額を含む。）の６割以上であること。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
    所在地区分が市内であること。 
（５）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
  人又は監理技術者として配置すること。 
（６）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。 
（４）特記仕様書において遮熱材料についての定めがあるので留意すること。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５４８０１００１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区阿久和西一丁目地内ほか３か所舗装補修工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和西一丁目２４番地先から阿久和西二丁目１番地先までほか３か所 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，９０５ｍ２、舗装打換工３，０１０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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 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 １５４８０１００１１ 

工事件名 瀬谷区阿久和西一丁目地内ほか３か所舗装補修工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１４０１００１８ 

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５５・上部工） 

施工場所 
中区南本牧４番の１地先公有水面 

工事概要 

蓋コンクリート工１，６５３ｍ３、被覆コンクリート工２，８７４ｍ３、上部コンクリー 
ト工１，５１９ｍ３ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）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。）  
（６）共同企業体協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １５１４０１００１８ 

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５５・上部工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件を満たす者による組 
  合せであること。 
    平成１２年４月１日以降に完成した、遮水工を含む港湾構造物工事の元請として 
   の施工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績 
   の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。  
（５）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 
  当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は落札 
  候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 
   工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 
   工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（４）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１２０１００２７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
安善橋補修・補強工事（その２） 

施工場所 
鶴見区安善町１丁目１番地先から安善町２丁目２番地先まで 

工事概要 

しゅんせつ工１，１０３ｍ３、パイルベント橋脚補強工（補強鋼板取付工２８２ｍ２）、 
反力用鋼板製作工一式、補強鋼板製作工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 
に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 
できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 
実績調書（工事内容欄に、入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実 
績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） （６）共同企業体 
協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時１７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１２０１００２７ 

工事件名 安善橋補修・補強工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の４以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という。）の出資比率は、当該共同 
  企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次のア 代表構成員の資格要件を 
  全て満たす者と、イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を全て満たす者に 
  よる組合せであること。 
  ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）鋼板巻立て（ＳＳＰ工法を含む。）による橋脚補強工事の元請としての施工実 
    績を有すること。 
  （イ）前頁の技術者は、鋼板巻立て（ＳＳＰ工法を含む。）による橋脚補強工事の元 
    請としての施工経験を有すること。 
  （ウ）平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本件工事と同工 
    種の工事 高請負実績の元請金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 
    税相当額を含む。）の６割以上であること。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）前頁の技術者は、港湾構造物工事の元請としての施工経験を有すること。 
  ※ 施工実績及び技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成した 
   ものに限る。なお、当該施工実績及び技術者の施工経験が共同企業体の構成員とし 
   ての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 
（５）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
  人又は監理技術者として配置すること。 
（６）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者が、入札参加資格その他（４） 
  ア（イ）の工事の元請としての施工経験を有していない場合は、代表構成員に所属す 
  る技術者を本件工事における監理技術者として配置すること。 
（７）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１２０１００２８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
夕照橋耐震補強工事（その１） 

施工場所 
金沢区野島町１番地先から六浦東一丁目４８番地先まで 

工事概要 

橋脚ＲＣ巻立て工２脚、縁端拡幅工４か所、しゅんせつ工２，２７４ｍ３ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ２月２５日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 
に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 
できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 
実績調書（工事内容欄に、入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実 
績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） （６）共同企業体 
協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時４８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は３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 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１２０１００２８ 

工事件名 夕照橋耐震補強工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の４以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という。）の出資比率は、当該共同 
  企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次のア 代表構成員の資格要件を 
  全て満たす者と、イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を全て満たす者に 
  よる組合せであること。 
  ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）次のａ又はｂの工事の元請としての施工実績を有すること。 
    ａ 海上又は水上から作業船を用いて施工した橋梁下部耐震補強工事 
    ｂ 海上又は水上から作業船を用いて施工した橋梁下部築造工事 
  （イ）前頁の技術者は、次のａ又はｂの工事の元請としての施工経験を有すること。 
    ａ 海上又は水上から作業船を用いて施工した橋梁下部耐震補強工事 
    ｂ 海上又は水上から作業船を用いて施工した橋梁下部築造工事 
  （ウ）平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本件工事と同工 
    種の工事 高請負実績の元請金額が、３４８，０００，０００円以上であるこ  
    と。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）前頁の技術者は、港湾構造物工事の元請としての施工経験を有すること。 
  ※ 施工実績及び技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成した 
   ものに限る。なお、当該施工実績及び技術者の施工経験が共同企業体の構成員とし 
   ての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 
（５）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
  人又は監理技術者として配置すること。 
（６）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者が、入札参加資格その他（４） 
  ア（イ）の工事の元請としての施工経験を有していない場合は、代表構成員に所属す 
  る技術者を本件工事における監理技術者として配置すること。 
（７）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。 
（４）本件工事（前工事）に直接関連する他の工事（後工事）の請負契約を、本件工事の 
  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。 
  （全体工事概要） 
   橋脚ＲＣ巻立て工６脚、縁端拡幅工１４か所、しゅんせつ工約６，０００ｍ３ 
 
本件工事の公告は３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頁目及び３頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１２０１００２８ 

工事件名 夕照橋耐震補強工事（その１） 

- 

（５）本件工事は、継続工事における後工事の積算に関する取扱の試行対象工事である。 
  詳細は特記仕様書に定めがあるので留意すること。 
（６）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（７）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は３頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目及び２頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１４０１００１９ 

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６１・基礎工） 

施工場所 
中区南本牧４番の１地先公有水面 

工事概要 

基礎盛砂工９，５３９ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月３１日まで 

予定価格 ４７，１９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時１８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港湾局建設第二課 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 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

70 

 

契約番号 １５１４０１００１９ 

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６１・基礎工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下公園一部緑化工事 

施工場所 
中区山下町２７９番地 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３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 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００７１ 

工事件名 山下公園一部緑化工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５７１０１０００８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見小学校増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区鶴見中央三丁目１９番１号 

工事概要 

校舎棟増築工（ＲＣ造、地上４階建、延床面積２，８５４．５３ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 １０時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５７１０１０００８ 

工事件名 鶴見小学校増築その他工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 工種「建築」に係る発注者別評価点（主観点）が６５点以上の者であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「建築」に係る工事成績が８５点以上の者であること。  
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

75 

 

契約番号 １５７１０１０００９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新鶴見小学校増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
鶴見区江ケ崎町２番１号 

工事概要 

校舎棟増築工（ＲＣ造、地上３階建、延床面積１，３２５．０１ｍ２）、職員室廻り増築 
工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月 ４日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 １０時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５７１０１０００９ 

工事件名 新鶴見小学校増築その他工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５年度又は平成２６年度の建築部門に係る優良工事表彰事業者であるこ  
   と。    
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「建築」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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
こども自然公園休憩管理棟新築工事（建築工事） 

施工場所 
旭区大池町６５番１ 

工事概要 

ＲＣ造（一部木造）、２階建（一部平屋建）、延床面積１，２５６．９５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１５日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写 
し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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 １５２１０１００３６ 

工事件名 こども自然公園休憩管理棟新築工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 横浜型地域貢献企業であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「建築」に係る工事成績が８５点以上の者であること。  
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２６０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木事務所作業所移転新築工事（建築工事） 

施工場所 
南区浦舟町３丁目４４番４ほか 

工事概要 

作業所棟新築工（Ｓ造、２階建、延床面積１７５．４０ｍ２）、倉庫棟新築工（Ｓ造、平 
屋建、延床面積３６８．７４ｍ２）、燃料庫新築工（軽量Ｓ造、平屋建、延床面積 
３．４４ｍ２）、外構工 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時４６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２６０１０００１ 

工事件名 南土木事務所作業所移転新築工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１７０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区健診・予防接種センター改修・増築その他工事（建築工事） 

施工場所 
中区山下町１１６番地 

工事概要 

ピロティ増築工、内部改修工、耐震改修工、外構工 

工期 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

予定価格 ９１，４４０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３０日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 １日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時４６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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１７０１０００１ 

工事件名 中区健診・予防接種センター改修・増築その他工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）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「建築」に係る発注者別評価点（主観点）が３５点以上の者であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「建築」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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１４０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜港万国橋港湾労働者福祉センター耐震補強その他工事（建築工事） 

施工場所 
中区海岸通３丁目９番地３ほか 

工事概要 

耐震ブレース設置工３か所、ＲＣ壁打増し工１か所、鋼板柱巻き工１か所、水平ブレース 
設置工２組（１２か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月１４日まで 

予定価格 ６８，６６０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）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 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 １５１４０１００１４ 

工事件名 横浜港万国橋港湾労働者福祉センター耐震補強その他工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５年度又は平成２６年度の建築部門に係る優良工事表彰事業者であるこ  
   と。    
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「建築」に係る工事成績が７５点以上の者であること。  
（２）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５４３０１００１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
荏田西コミュニティハウス整備工事（建築工事） 

施工場所 
青葉区荏田西一丁目４番地の２ 

工事概要 

新築工（木造、平屋建、延床面積１９４．５４ｍ２）、外構工 

工期 契約締結の日から平成２７年１１月３０日まで 

予定価格 ６７，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５４３０１００１３ 

工事件名 荏田西コミュニティハウス整備工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
俣野別邸庭園トイレ棟ほか２棟新築工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町８０番地１ 

工事概要 

トイレ棟新築工（木造、平屋建、延床面積６１．９２ｍ２）、設備棟新築工（ＲＣ造、平 
屋建、延床面積７２．０４ｍ２）、作業場新築工（木造、平屋建、延床面積 
２９．８１ｍ２）、管理棟改修工 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 ６８，２２０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３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 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 １５２１０１００４９ 

工事件名 俣野別邸庭園トイレ棟ほか２棟新築工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５１７０１０００２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区健診・予防接種センター改修・増築その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
中区山下町１１６番地 

工事概要 

ピロティ増築工、内部改修工、耐震改修工、外構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２８年 １月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２６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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４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 １５１７０１０００２ 

工事件名 中区健診・予防接種センター改修・増築その他工事（電気設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５７１０１００１４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東台小学校増築その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
鶴見区東寺尾東台１２番１号 

工事概要 

新校舎棟新築工（ＲＣ造、地上３階建、延床面積１，５４６．８６ｍ２）、渡り廊下新築 
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２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時５２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５７１０１００１４ 

工事件名 東台小学校増築その他工事（電気設備工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００２５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部水再生センター 終沈殿池無停電電源設備改良工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地 

工事概要 

無停電電源設備（出力１０ｋＶＡ、インバータ盤、充電器盤及び蓄電池盤）製作・据付工 
一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 ２７，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３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  該当しない 

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００２５ 

工事件名 南部水再生センター 終沈殿池無停電電源設備改良工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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１２年４月１日以降に完成した、出力５ｋＶＡ以上の無停電電源設備工事（汎 
  用ミニＵＰＳを除く。新設、増設又は更新工事に限る。）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事に含まれる工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作 
  と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、本件工事に配置す 
  る技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

95 

 

契約番号 １５２１０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
グランモール公園再整備工事（機械設備工事 その１） 

施工場所 
西区みなとみらい三丁目 

工事概要 

水景設備工一式、給水設備工一式、撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１５日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）共同企業体協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００６７ 

工事件名 グランモール公園再整備工事（機械設備工事 その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組合せは、入札参加資格を満たす者による組合せであること。 
（５）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 
  当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は落札 
  候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 
   工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 
   工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（４）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（５）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区杉田合流幹線下水道再整備工事（その３） 

施工場所 
磯子区磯子三丁目５番地先から６番地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（製管工法、馬蹄きょ１，８２０ｍｍ×１，８００ｍｍ、Ｌ＝２１８．７ｍ 
） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工法に関する団体に属しているこ 
と、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証 
又は実施権に関する契約書の写し等） （６）共同企業体協定書兼委任状（本件工事の施 
工に用いる製管工法の種類を欄外に追記すること。） 

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２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００７３ 

工事件名 南部処理区杉田合流幹線下水道再整備工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は、２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員は、前頁の入札参加資格を満たし、公益財団法人日本下水道新技術機構の技 
  術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（製管工法に限る。）に関する団体に属して 
  いる、又は当該工法について実施権の許諾を受けている者であること。 
（５）同一の製管工法が施工可能な者により結成された特定建設共同企業体であり、当該 
  同一の製管工法を用いて本件工事を施工することができること。 
（６）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 
  当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は落札 
  候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
  ※ 入札取扱要綱第２５条第１項第９号イにより、複数の登録工種を対象とする。 
（４）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。なお、共同企業体協定書兼委任状の欄外に、本件工事の施工に用いる製管 
  工法の種類を追記すること。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区杉田合流幹線下水道再整備工事（その４） 

施工場所 
磯子区磯子三丁目１番４１号地先から３番３２号地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（製管工法、馬蹄きょ１，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ、Ｌ＝ 
２０１．８ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工法に関する団体に属しているこ 
と、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証 
又は実施権に関する契約書の写し等） （６）共同企業体協定書兼委任状（本件工事の施 
工に用いる製管工法の種類を欄外に追記すること。） 

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２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 １０時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００７５ 

工事件名 南部処理区杉田合流幹線下水道再整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は、２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員は、前頁の入札参加資格を満たし、公益財団法人日本下水道新技術機構の技 
  術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（製管工法に限る。）に関する団体に属して 
  いる、又は当該工法について実施権の許諾を受けている者であること。 
（５）同一の製管工法が施工可能な者により結成された特定建設共同企業体であり、当該 
  同一の製管工法を用いて本件工事を施工することができること。 
（６）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 
  当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は落札 
  候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
  ※ 入札取扱要綱第２５条第１項第９号イにより、複数の登録工種を対象とする。 
（４）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。なお、共同企業体協定書兼委任状の欄外に、本件工事の施工に用いる製管 
  工法の種類を追記すること。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部処理区本牧地区下水道再整備工事（その２） 

施工場所 
中区本牧原２５番１２号地先から本牧間門１番１号地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（反転工法又は形成工法、Φ２５０ｍｍ～Φ３５０ｍｍ、Ｌ＝５１４．６ｍ 
） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１２月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工法に関する団体に属しているこ 
と、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証 
又は実施権に関する契約書の写し等） （６）共同企業体協定書兼委任状（本件工事の施 
工に用いる反転工法又は形成工法の種類を欄外に追記すること。） 

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２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 １０時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００７４ 

工事件名 中部処理区本牧地区下水道再整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は、２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員は、前頁の入札参加資格を満たし、公益財団法人日本下水道新技術機構の技 
  術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（反転工法又は形成工法に限る。）に関する 
  団体に属している、又は当該工法について実施権の許諾を受けている者であること。 
（５）同一の反転工法又は形成工法が施工可能な者により結成された特定建設共同企業体 
  であり、当該同一の反転工法又は形成工法を用いて本件工事を施工することができる 
  こと。 
（６）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 
  当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は落札 
  候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
  ※ 入札取扱要綱第２５条第１項第９号イにより、複数の登録工種を対象とする。 
（４）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。なお、共同企業体協定書兼委任状の欄外に、本件工事の施工に用いる反転 
  工法又は形成工法の種類を追記すること。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区地域防災拠点（六浦小）流末枝線管きょ耐震化工事 

施工場所 
金沢区六浦三丁目１１番１号地先から１番５８号地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（製管工法、ボックスカルバート１，３００ｍｍ×１，０００ｍｍ、Ｌ＝ 
１４８．０ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 ９１，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工法に関する団体に属しているこ 
と、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証 
又は実施権に関する契約書の写し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－２８６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００７６ 

工事件名 金沢処理区地域防災拠点（六浦小）流末枝線管きょ耐震化工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法  
  （製管工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権 
  の許諾を受けていること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれも本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 
  税相当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は 
  落札候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
  ※ 入札取扱要綱第２５条第１項第９号イにより、複数の登録工種を対象とする。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部処理区潮田地区下水道再整備工事（その４２） 

施工場所 
鶴見区朝日町２丁目８７番地先から１丁目３５番地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（反転工法又は形成工法、Φ２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝４１２．７ｍ 
） ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

予定価格 ８８，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工法に関する団体に属しているこ 
と、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証 
又は実施権に関する契約書の写し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５３７ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００７７ 

工事件名 北部処理区潮田地区下水道再整備工事（その４２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法  
  （反転工法又は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法に 
  ついて実施権の許諾を受けていること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれも本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 
  税相当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は 
  落札候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
  ※ 入札取扱要綱第２５条第１項第９号イにより、複数の登録工種を対象とする。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区三春台地区下水道再整備工事 

施工場所 
南区西中町３丁目３８番地先から三春台２８番地先までほか１か所 

工事概要 

管きょ更生工（反転工法又は形成工法、Φ２５０ｍｍ～Φ５００ｍｍ、Ｌ＝５６９．６ｍ 
） ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 ８６，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工法に関する団体に属しているこ 
と、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証 
又は実施権に関する契約書の写し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時４１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００７８ 

工事件名 南部処理区三春台地区下水道再整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法  
 （反転工法又は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法につ 
  いて実施権の許諾を受けていること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれも本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 
  税相当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は 
  落札候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
  ※ 入札取扱要綱第２５条第１項第９号イにより、複数の登録工種を対象とする。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

109 

 

契約番号 １５２１０１００８２ 

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三ポンプ施設汚水ポンプ設備工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

工事概要 

立軸うず巻斜流ポンプ製作・据付工２台（口径６００ｍｍ）、主ポンプ用電動機製作・据 
付工２台 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１５日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 市内又は準市内 

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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 
に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 
できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 
実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績 
を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４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 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局下水道設備課 電話 ０４５－６７１－２８５２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００８２ 

工事件名 北部第二水再生センター第三ポンプ施設汚水ポンプ設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）下水道施設又は類似施設（水道施設等）における口径４００ｍｍ以上のポンプ設備 
  工事（新設、増設又は更新工事に限る。）の元請としての施工実績を有すること。 
（２）上記の技術者は、下水道施設又は類似施設（水道施設等）におけるポンプ設備工事 
  の元請としての施工経験を有すること。 
 ※ 施工実績及び配置技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成し 
  た工事に限る。なお、当該施工実績及び施工経験が共同企業体の構成員としての実績 
  の場合は、いずれも代表構成員のものに限る。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（４）本件工事に含まれる工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作 
  と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、本件工事に配置す 
  る技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日産スタジアムエレベーター（４・７・８号機）更新工事 

施工場所 
港北区小机町３３００番地 

工事概要 

エレベーター製作・設置工２基（マシンルームレス、定格積載量１，３００ｋｇ、定格速 
度６０ｍ／分、定員２０人、３停止、乗用）、エレベーター製作・設置工１基（マシンル 
ームレス、定格積載量１，３００ｋｇ、定格速度９０ｍ／分、定員２０人、６停止、乗用 
）、既設撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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１２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）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）施工実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し 
、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３日（金）午前 １０時２１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 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 １５２１０１００６８ 

工事件名 日産スタジアムエレベーター（４・７・８号機）更新工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事に含まれる工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作 
  と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、本件工事に配置す 
  る技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１００２４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川水再生センターＮｏ．２１沈砂池流入ゲート改良工事 

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地 

工事概要 

鋳鉄製角形ゲート（幅２，７００ｍｍ×高さ３，５００ｍｍ）製作・据付工１門 

工期 契約締結の日から平成２７年１２月２５日まで 

予定価格 ６０，０９０，０００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 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】 

所在地区分 市内又は準市内 

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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ２日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ３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 

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

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

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１００２４ 

工事件名 神奈川水再生センターＮｏ．２１沈砂池流入ゲート改良工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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１２年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）にお 
  ける呑口部の面積が５．６ｍ２以上のゲート設備工事（金属水密方式の新設、増設又 
  は更新工事に限る。）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事に含まれる工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作 
  と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、本件工事に配置す 
  る技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第77号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「市有地除草清掃及び調査業務委託（その１）」ほか39件の契約について、一般競争入札を

行う。 
平成27年３月17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27・28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



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

117 

 

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 １５０３０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市有地除草清掃及び調査業務委託（その１） 

納入／履行場所 
市内全域 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 財政局管財課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１２０３００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
河川事業用地維持管理業務委託 

納入／履行場所 
帷子川ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 道路局河川事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区市有緑地等維持業務委託 

納入／履行場所 
旭区矢指町１２１５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１８８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランモール公園花壇管理委託 

納入／履行場所 
西区みなとみらい３丁目 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
潮田ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局潮田ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園赤い靴花壇管理委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢緑地ほか公園維持業務委託 

納入／履行場所 
金沢区並木一丁目１ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜公園維持業務委託 

納入／履行場所 
横浜公園 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公園予定地維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
栄区公田町４３４番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３１０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
鶴見区内末吉大通り（一部）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３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 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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３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 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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３２０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内東部ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区街路樹維持業務委託（その５） 

納入／履行場所 
中区本牧通りほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３５０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
南区内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 南区南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３６０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区街路樹維持業務委託（西部） 

納入／履行場所 
港南区西部地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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：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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３７０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内（東部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３７０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷土木管内道路除草業務委託（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２８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：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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３８０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区街路樹維持業務委託（南部地区） 

納入／履行場所 
旭区二俣川２丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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：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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３８０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
南本宿公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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：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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３９０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
磯子区磯子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２８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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３９０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区街路樹維持業務委託（南部） 

納入／履行場所 
磯子区内（南部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区街路樹維持業務委託（東部） 

納入／履行場所 
金沢区内（東部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区公園維持業務委託（東部その２） 

納入／履行場所 
小柴崎緑道ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
金沢区釜利谷西二丁目から釜利谷東七丁目までほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
師岡町公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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：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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（車止め・鉄蓋等）ほか １５ｔの売払 

納入／履行場所 
神奈川区菅田町２８１５先 

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。 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０５０００１ 

件名 
鉄くず（車止め・鉄蓋等）ほか １５ｔの売払 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

③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。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５４２０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
三保念珠坂公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３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 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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４２０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑土木管内道路除草業務委託（その１） 

納入／履行場所 
緑区緑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２８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：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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４２０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区公園維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
東本郷公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３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 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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４３０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区街路樹等維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
青葉区美しが丘ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４３０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
青葉区奈良ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４４０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その５） 

納入／履行場所 
都筑区荏田東一丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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：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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４４０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
都筑区都筑土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

153 

 

契約番号 １５４４０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区公園維持業務委託（その６） 

納入／履行場所 
都筑区都筑土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４４０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
都筑区仲町台四丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４５０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
秋葉台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４６０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
栄区内公園緑地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４６０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区公園維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
栄区公園緑地内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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２７年 ３月３１日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この入札は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市学校給食基準献立予定表（家庭配布用） １，７５４，８００枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局文書集配室 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８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 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

設計図書 

見本は開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３０日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １１回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとす 

る。 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

159 

 

 

水道局調達公告第31号 

一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり、「川井浄水場４号配水池耐震補強工事」ほか36件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成27年３月17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27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）を受けていること。 

(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 

   平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が属する行政

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27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点（

主観点）をいう。 

 オ 横浜型地域貢献企業 

   横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

 カ 建設機械所有事業者 

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

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

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

借契約に限る。）をしている者をいう。 

 キ 災害協力事業者 

   災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

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

(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負

関係）（以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」

という。）等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより

入札保証金の納付を求める場合及び８(11)に定める場合を除く。 

水 道 局 
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(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下

「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ

、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

る入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 平成27・28年度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 

(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、次のア又はイのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

ア 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。 

(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。 

イ 従事している工事が、平成27年３月31日までに完成することが明らかな本市発注の管内一円工事(

工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若しくは「区名」等で包括的に指

定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」お知らせ欄に平成27年

２月24日付掲載の「管内一円工事一覧」を参照。）であるとき。 

(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27・28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
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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) 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 １５５２０１００９０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川井浄水場４号配水池耐震補強工事 

施工場所 
旭区上川井町２１７０番地 

工事概要 

耐震補強工（あと施工プレート定着せん断補強工１２，３９１本、鉄筋コンクリート増打 
工１，９９７ｍ３）、補修工一式、斜面補強工一式 

工期 契約締結の日から１０５０日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）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。）  
（６）共同企業体協定書兼委任状（特定建設共同企業体による入札の場合） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 ９時４８分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００９０ 

工事件名 川井浄水場４号配水池耐震補強工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
本件工事の入札は混合入札により執行する。 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体又は単体企業であること。 
（１）特定建設共同企業体の資格要件 
  ア 各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であ 
   ること（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。  
  イ 構成員の数は２者であること。 
  ウ 構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であると 
   ともに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中 大である  
   こと。 
  エ 構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件（ア）及び（イ） 
   を満たす者による組合せであること。 
   （ア）平成１２年４月１日以降に完成した、次のいずれかの工事の元請としての施 
     工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績 
     の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 
      ａ 配水池耐震補強工事又は配水池築造工事 
      ｂ 浄水池耐震補強工事又は浄水池築造工事 
      ｃ 調整池耐震補強工事又は調整池築造工事（ただし、浄水を貯留する調整 
       池に限る。） 
   （イ）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。 
（２）単体企業の資格要件 
   前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件ア及びイを満たす者であること。 
  ア 平成１２年４月１日以降に完成した、次のいずれかの工事の元請としての施工実 
   績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合  
   は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 
   （ア）配水池耐震補強工事又は配水池築造工事 
   （イ）浄水池耐震補強工事又は浄水池築造工事 
   （ウ）調整池耐震補強工事又は調整池築造工事（ただし、浄水を貯留する調整池 
     に限る。）  
  イ 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。 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）特定建設共同企業体の場合は、次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を 
  構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定 
  価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結 
  できない。なお、基準日は落札候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８  
  （１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 
   工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 
   工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
 
本件工事の公告は３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頁目及び３頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００９０ 

工事件名 川井浄水場４号配水池耐震補強工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

（４）特定建設共同企業体の場合は、入札にあたって、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出 
  書類のうち（６）共同企業体協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければな 
  らない（公告本文８（１１）を参照）。 
（５）単体企業の場合は、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工事費の６割に満た  
  ず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割に満たない者は、本件工事の契約 
  を締結できない（公告本文８（１０）を参照）。 
（６）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定例会

において可決されないときは、執行しないものとする。 
（７）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」

の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書
に記載があるので留意すること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は３頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目及び２頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場５号配水池耐震補強工事（その２） 

施工場所 
戸塚区小雀町６８１番地 

工事概要 

耐震補強工（コンクリート増打ち工１，５５７ｍ３、あと施工せん断補強鉄筋工 
１，３５３本）、特殊モルタル吹付工７，１７７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から６５５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 
に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 
できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 
実績調書（工事内容欄に、入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実 
績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） （６）共同企業体 
協定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 ９時３３分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００９１ 

工事件名 小雀浄水場５号配水池耐震補強工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の４以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という。）の出資比率は、当該共同 
  企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次のア 代表構成員の資格要件を 
  全て満たす者と、イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を全て満たす者に 
  よる組合せであること。 
  ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）次のいずれかの工事の元請としての施工実績を有すること。 
    ａ 配水池耐震補強工事又は配水池築造工事 
    ｂ 浄水池耐震補強工事又は浄水池築造工事 
    ｃ 調整池耐震補強工事又は調整池築造工事（ただし、浄水を貯留する調整池に 
     限る。）  
  （イ）前頁の技術者は、水道施設又は類似施設（下水道施設等）における水処理に係 
    るコンクリート土木構造物工事（耐震補強工事、築造工事又は補修工事に限   
    る。）の元請としての施工経験を有すること。 
  （ウ）平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本件工事と同工 
    種の工事 高請負実績の元請金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 
    税相当額を含む。）の６割以上であること。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）水道施設又は類似施設（下水道施設等）における水処理に係るコンクリート土 
    木構造物工事（耐震補強工事、築造工事又は補修工事に限る。）の元請としての 
    施工実績を有すること。 
  （ウ）前頁の技術者は、コンクリート土木構造物工事の元請としての施工経験を有す 
    ること。 
  ※ 施工実績及び技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成した 
   ものに限る。なお、当該施工実績及び技術者の施工経験が共同企業体の構成員とし 
   ての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 
（５）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
  人又は監理技術者として配置すること。 
（６）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者が、入札参加資格その他（４） 
  ア（イ）の工事の元請としての施工経験を有していない場合は、代表構成員に所属す 
  る技術者を本件工事における監理技術者として配置すること。 
（７）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。 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
 
本件工事の公告は３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頁目及び３頁目をご確認ください。 

 
 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

169 

 

契約番号 １５５２０１００９１ 

工事件名 小雀浄水場５号配水池耐震補強工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は３頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目及び２頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
相模原沈でん池耐震補強工事（その３） 

施工場所 
相模原市南区下溝２２８５番地 

工事概要 

堤体補強工一式（堤高１９．１ｍ、仮設掘削工５，９１５ｍ３、堤体掘削工４，６５８ｍ 
３、回転式セメント撹拌工６，２７６ｍ３、路体盛土工１１，５３３ｍ３） ほか 

工期 契約締結の日から３００日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）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２７年 ４月 ３日（金）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ７日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ８日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８４ 

工事件名 相模原沈でん池耐震補強工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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１２年４月１日以降に完成した、堤高１５ｍ以上のアースダムの築堤工事又は 
  堤高１５ｍ以上のアースダムの盛土工法による耐震補強工事の元請としての施工実績 
  を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出 
  資比率が１０分の２以上のものに限る。 
（２）現場代理人は、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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第７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。）。 
   相模原沈でん池耐震補強工事（その２）    
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道志川系統活性炭注入設備新設工事に伴う外構工事 

施工場所 
相模原市南区下溝４１２３番地１ 

工事概要 

格子フェンス設置工Ｌ＝１８８ｍ、門扉設置工２か所、コンクリート舗装工７５ｍ２、不 
断水分岐工一式 

工期 契約締結の日から１７０日間 

予定価格 ２７，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、港北区、緑区、青葉区、 
  都筑区、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２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時１０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８５ 

工事件名 道志川系統活性炭注入設備新設工事に伴う外構工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場ほかマイクロ無線回線設備更新工事（浄水場間無線設備設置工事） 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地ほか３か所 

工事概要 

７．５ＧＨｚ帯多重無線装置製作・設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：通信設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

電気通信工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 
に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 
できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 
実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績 
を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 ９時４６分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局設備課 電話 ０４５－３３７－０８４１ 

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24号 平成27年３月17日発行 

175 

 

契約番号 １５５２０１０１０２ 

工事件名 西谷浄水場ほかマイクロ無線回線設備更新工事（浄水場間無線設備設置工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）デジタル無線通信設備の製作・設置工事の元請としての施工実績を有すること。 
（２）上記の技術者は、無線通信設備の設置工事の元請としての施工経験を有すること。 
 ※ 施工実績及び配置技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成し 
  た工事に限る。なお、当該施工実績及び施工経験が共同企業体の構成員としての実績 
  の場合は、いずれも代表構成員のものに限る。 
（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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事に含まれる工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作 
  と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、本件工事に配置す 
  る技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場場内系計装設備更新工事（場内監視カメラ設備設置工事） 

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地ほか２か所 

工事概要 

監視カメラ設置工３２台、外部モニター設置工５台 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気通信工事業に係る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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時２３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局設備課 電話 ０４５－３３７－０８４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１０３ 

工事件名 小雀浄水場場内系計装設備更新工事（場内監視カメラ設備設置工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００９２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その２） 

施工場所 
戸塚区及び栄区 

工事概要 

管路工一式、給水管取付替工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時２１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部第二給水維持課 電話 ０４５－８７１－６４６１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００９２ 

工事件名 南部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５年度又は平成２６年度の設備部門に係る優良工事表彰事業者であるこ  
   と。    
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「管」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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その３） 

施工場所 
西区及び保土ケ谷区 

工事概要 

管路工一式、給水管取付替工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時２２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部第二給水維持課 電話 ０４５－３２８－７４５８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００９３ 

工事件名 中部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（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 
  いる場合及び平成２７年３月３１日までに完了することが明らかな場合はこの限りで 
  ない。）。 
   中部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下新設及び布設替工事（その１） 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場１・２系排水ずい道耐震補強工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地 

工事概要 

管きょ更生工（製管工法、馬蹄きょ１，７００ｍｍ×１，７００ｍｍ、Ｌ＝１８６ｍ）  
ほか 

工期 契約締結の日から３２０日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工法に関する団体に属しているこ 
と、又は当該工法について実施権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証 
又は実施権に関する契約書の写し等） （６）共同企業体協定書兼委任状（本件工事の施 
工に用いる製管工法の種類を欄外に追記すること。） 

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２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 ９時４７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 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１１３ 

工事件名 小雀浄水場１・２系排水ずい道耐震補強工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は、２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員は、前頁の入札参加資格を満たし、公益財団法人日本下水道新技術機構の技 
  術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（製管工法に限る。）に関する団体に属して 
  いる、又は当該工法について実施権の許諾を受けている者であること。 
（５）同一の製管工法が施工可能な者により結成された特定建設共同企業体であり、当該 
  同一の製管工法を用いて本件工事を施工することができること。 
（６）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 
  当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は落札 
  候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 
  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における登録工種の「管更生 
   」又は「土木」の工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
  ※ 入札取扱要綱第２５条第１項第９号イにより、複数の登録工種を対象とする。 
（４）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。なお、共同企業体協定書兼委任状の欄外に、本件工事の施工に用いる製管 
  工法の種類を追記すること。 
（５）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（６）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日限山一丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事（その２） 

施工場所 
港南区日限山一丁目５９番２８号地先から丸山台四丁目９番１２号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝１，０６８ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３０５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習終了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００６１ 

工事件名 日限山一丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 工種「上水道」に係る発注者別評価点（主観点）が６０点以上の者であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高田西二丁目ほか１か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区高田西二丁目１７番２９号地先から高田東四丁目２４番４１号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，４５９ｍ）、管撤去工一 
式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習終了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００６２ 

工事件名 高田西二丁目ほか１か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５年度又は平成２６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２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

188 

 

契約番号 １５５２０１００６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
あざみ野一丁目ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
青葉区あざみ野一丁目１２番地１０地先から２３番地１地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，５６８ｍ）、給水管取 
付替工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２５５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写 
し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００６９ 

工事件名 あざみ野一丁目ほか１か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 横浜型地域貢献企業であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鳥山町ほか３か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区鳥山町１２８３番地先から岸根町６番地１地先までほか３か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝７２４ｍ）、管撤去工一式 
、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２６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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 ９時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７０ 

工事件名 鳥山町ほか３か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大倉山五丁目ほか７か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区大倉山五丁目２２番８号地先から３８番３６号地先までほか７か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，４０８ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者証 
の写し （３）監理技術者講習終了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇 
用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し 
等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４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 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７１ 

工事件名 大倉山五丁目ほか７か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 工種「上水道」に係る発注者別評価点（主観点）が６０点以上の者であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
杉田八丁目ほか１か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
磯子区杉田七丁目１４番地先から杉田八丁目１８番７号地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝１，５６７ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３０５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習終了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７２ 

工事件名 杉田八丁目ほか１か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５年度又は平成２６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２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
和泉町ほか３か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
泉区和泉町１２０２番地先から１３００番地先までほか３か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，６９１ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２９５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写 
し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７３ 

工事件名 和泉町ほか３か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 横浜型地域貢献企業であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日野南五丁目ほか１か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区日野南五丁目９番１号地先から野庭町２０１０番９地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，２２７ｍ）、管撤去工一 
式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２７０日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２６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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７４ 

工事件名 日野南五丁目ほか１か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平戸四丁目ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
戸塚区平戸三丁目５４番１５号地先から平戸四丁目３５番２１号地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，５６９ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３０５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習終了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７５ 

工事件名 平戸四丁目ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 工種「上水道」に係る発注者別評価点（主観点）が６０点以上の者であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神之木町ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
神奈川区神之木町９番１０号地先から入江二丁目１５番３０号地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，０４４ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習終了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時４６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７６ 

工事件名 神之木町ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２５年度又は平成２６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２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
藤が丘一丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
青葉区藤が丘一丁目４０番地１１地先から千草台１５番地２地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝１，６５９ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２８５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） （５）入札参加資格その他（１）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（ 
認定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の 
写しでも可） （６）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写 
し 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７７ 

工事件名 藤が丘一丁目ほか１か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 
（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 横浜型地域貢献企業であること。 
  イ 平成２５年３月１日から平成２７年２月２８日までの間の 新月に完成した工種 
   「上水道」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東方町ほか１か所口径１５０ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
都筑区東方町６５４番地４地先から１２７３番地２地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝１，１５２ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２５０日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 ９時４８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７８ 

工事件名 東方町ほか１か所口径１５０ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
法泉三丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区法泉三丁目２番２０号地先から法泉一丁目２番１１号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝７５２ｍ）、管撤去工一式 
、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２９５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００７９ 

工事件名 法泉三丁目口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
工業用水道 新磯子町口径３００ｍｍから６００ｍｍ配水管布設替工事（その４） 

施工場所 
磯子区新磯子町３４番地先 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ３００ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝４７３ｍ）、管撤去工一式 
、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３３５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３２９ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８０ 

工事件名 工業用水道 新磯子町口径３００ｍｍから６００ｍｍ配水管布設替工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日吉本町六丁目ほか２か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港北区日吉本町六丁目５番３１号地先から日吉本町二丁目４７番４７号地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝１，１１４ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部工事課 電話 ０４５－５３１－４３４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８１ 

工事件名 日吉本町六丁目ほか２か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日限山四丁目口径７５ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
港南区日限山四丁目５１番２１号地先から３１番３号地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝１，１５７ｍ）、管撤去工一 
式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３００日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時０３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８３ 

工事件名 日限山四丁目口径７５ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
十日市場町口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
緑区十日市場町８７６番地１３地先から８９５番地１地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝１，０５８ｍ）、管撤去工 
一式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２３５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時１１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８６ 

工事件名 十日市場町口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
能見台三丁目ほか３か所口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
金沢区能見台三丁目１２番地４地先から１９番地１地先までほか３か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝１，１６５ｍ）、管撤去工一 
式、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３００日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時１２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８７ 

工事件名 能見台三丁目ほか３か所口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１００８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
桂台西一丁目ほか２か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
栄区桂台西一丁目１８番１４号地先から２５番３０号地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝９７５ｍ）、管撤去工一式 
、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２６５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時１３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８８ 

工事件名 桂台西一丁目ほか２か所口径１００ｍｍから３００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

222 

 

契約番号 １５５２０１００８９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
阿久和西四丁目口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和西四丁目１５番地１地先から４番地８地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝８０３ｍ）、管撤去工一式 
、給水管取付替工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２８５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時２０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部工事課 電話 ０４５－３６３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１００８９ 

工事件名 阿久和西四丁目口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第一給水維持課管内 消火栓等付属補修弁補強工事（その１） 

施工場所 
港北区及び都筑区 

工事概要 

補修弁補強工一式 

工期 契約締結の日から２７５日間 

予定価格 ６１，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部第一給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１０８ 

工事件名 北部第一給水維持課管内 消火栓等付属補修弁補強工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２） 

施工場所 
港北区及び都筑区 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 ５０，８６０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部第一給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１０７ 

工事件名 北部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（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 
  いる場合及び平成２７年３月３１日までに完了することが明らかな場合はこの限りで 
  ない。）。 
   北部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その１） 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２） 

施工場所 
中区及び南区 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 ４２，６００，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時４３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部第一給水維持課 電話 ０４５－２５２－９１４６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１１１ 

工事件名 中部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（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 
  いる場合及び平成２７年３月３１日までに完了することが明らかな場合はこの限りで 
  ない。）。 
   中部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その１） 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二給水維持課管内 消火栓等付属補修弁補強工事 

施工場所 
鶴見区及び神奈川区 

工事概要 

補修弁補強工一式 

工期 契約締結の日から１６０日間 

予定価格 ３９，６７０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ又はＢ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時４２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局北部第二給水維持課 電話 ０４５－５２１－２３２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１１０ 

工事件名 北部第二給水維持課管内 消火栓等付属補修弁補強工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を指定。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２） 

施工場所 
磯子区、金沢区及び港南区 

工事概要 

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

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 ２９，１３０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ、Ｂ又はＣ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時４１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ６回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部第一給水維持課 電話 ０４５－８３３－７４９５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１０９ 

工事件名 南部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（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 
  いる場合及び平成２７年３月３１日までに完了することが明らかな場合はこの限りで 
  ない。）。 
   南部第一給水維持課管内 配水管切回し工事（その１） 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
松影町ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
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２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝５７８ｍ）、給水管取付替 
工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から３１０日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１０４ 

工事件名 松影町ほか２か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、戸塚区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）平成２６年度の災害協力事業者であること。 
（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 
  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
権太坂三丁目ほか３か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区権太坂三丁目１０番８号地先から８番２８号地先までほか３か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ７５ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝４７０ｍ）、給水管取付替工 
一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から２５５日間 

予定価格 ９１，４５０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）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 

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

工事担当課 水道局中部工事課 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１０５ 

工事件名 権太坂三丁目ほか３か所口径７５ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５２０１０１０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
東上郷町ほか２か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
栄区東上郷町５番１０号地先から１２番１５号地先までほか２か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝７８３ｍ）、給水管取付替 
工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 ほか 

工期 契約締結の日から１９５日間 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
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、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）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 
証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 
雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５２０１０１０６ 

工事件名 東上郷町ほか２か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 
  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 
（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第32号 

一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行 

次のとおり、「工業用水道 元宮一丁目口径 400ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託（詳細設

計）」ほか11件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成27年３月17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27・28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 １５５２０３５１１９ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 元宮一丁目口径４００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託（詳細設計） 

納入／履行場所 
鶴見区元宮一丁目２番２９号地先から元宮二丁目４番５５号地先まで 

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２８年 ３月２２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 

① 平成２７・２８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）における企業

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。 

② 設計管径１００ｍｍ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２７年 ４月 ２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 

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、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。 

② この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

244 

 

契約番号 １５５２０３５１２１ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 杉田線口径５００ｍｍ配水管布設替工事（その３）に伴う設計業務委託（詳細設

計） 

納入／履行場所 
磯子区森一丁目１０番２０号地先から４番１号地先まで 

概要 

新設詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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 

平成１２年４月１日以降において、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２７年 ４月 ２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 

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、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。 

② この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

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 １５５２０３５１２２ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 杉田線口径５００ｍｍ配水管布設替工事（その４）に伴う設計業務委託（詳細設

計） 

納入／履行場所 
磯子区森三丁目１番１９号地先から中原一丁目１番４０号地先まで 

概要 

新設詳細設計一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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 

平成１２年４月１日以降において、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２７年 ４月 ２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 

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、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。 

② この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

246 

 

契約番号 １５５２０３５１２３ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
舞岡町ほか２か所口径１５０ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区舞岡町７０７番地先から２９４９番地先までほか２か所 

概要 

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１２月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 

平成１２年４月１日以降において、上水道における水管橋工事の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２７年 ４月 ２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 

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、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。 

② この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

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 １５５２０３５１２４ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 宝町口径１１００ｍｍ配水管布設替工事に伴う設計業務委託（詳細設計） 

納入／履行場所 
神奈川区宝町２番地先から３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２８年 ３月２２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 

設計管径７００ｍｍ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２７年 ４月 ２日（木）午前 １１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 

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、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。 

② この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

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 １５５２０３５１２５ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 東寺尾送水幹線改良に伴う基本計画策定業務委託 

納入／履行場所 
旭区鶴ケ峰本町三丁目２８番２号から鶴見区東寺尾一丁目１６番２８号まで 

概要 

打合せ協議一式、資料の収集・整理及び現地調査一式、基本条件の確認一式、路線の選定一

式、工法の検討・選定一式、既設管の撤去・廃止方法の検討一式、全体事業計画の策定一式、

図面の作成一式、照査一式、報告書の作成一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２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１２年４月１日以降において、シールド工法におけ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２７年 ４月 ２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 

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、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。 

② この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

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 １５５２０３５１２６ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場排水池排泥池耐震補強工事に伴う設計業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区仏向西４番１号 

概要 

計画立案一式、補強方法の基本検討及び照査一式、詳細設計一式、工事設計図書の作成一式、

局内調整会議資料作成一式、照査一式、報告書作成一式、打合せ協議一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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１２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

動的解析を用いた、築造設計また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２７年 ４月 ２日（木）午後 ２時３０分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

① 入札参加にあたっては、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。 

② この契約は、「平成２７年２月の委託契約における公共工事設計労務単価等の改定に伴う

特例措置」の対象外です。 

③ この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １５５２０３５１２７ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 ２号ずい道耐震診断調査業務委託 

納入／履行場所 
港南区笹下二丁目２０番１号から磯子区磯子台１番６号まで 

概要 

業務計画書作成一式、関連資料の収集及び整理一式、現況調査一式、地盤の応答解析一式、耐

震診断一式、擁壁部分の構造・耐震検討一式、総合評価一式、補強・補修方法の検討及び水理

検討一式、打合せ協議一式、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２８年 ３月２２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１２年４月１日以降において、上下水道施設におけるずい道施設の耐震補強設計又は耐

震診断調査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２７年 ４月 ２日（木）午後 ２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 

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、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。 

② この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

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 １５５２０３５１２８ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
港北低区ループ管口径６００ｍｍ配水管新設工事に伴う設計業務委託（基本設計） 

納入／履行場所 
都筑区池辺町３９４６番地先から１２７１番地先までほか２か所 

概要 

新設基本設計一式（布設工法の検討、工区割検討、ルート選定） 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１０月 １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１２年４月１日以降において、シールド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２７年 ４月 ２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 

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、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。 

② この契約は、「平成２７年２月の委託契約における公共工事設計労務単価等の改定に伴う

特例措置」の対象外です。 

③ この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５０ 
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契約番号 １５５２０３５１２９ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場再整備事業基本計画策定業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

概要 

打合わせ協議一式、作業計画作成一式、関連資料の収集及び整理一式、現況調査一式、施設緒

元の設定一式、処理フローの検討一式、維持管理性の検討一式、浄水処理施設規模及び配置計

画の検討一式、排水処理施設規模及び配置計画の検討一式。管路整備計画の検討一式、再生可

能エネルギー導入の検討一式、水道記念館・技術資料館等の基本計画への反映一式、総費用の

比較検討一式、事業手法の比較検討一式、鳥瞰図の作成一式、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２８年 ３月１４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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１２年４月１日以降に、標準浄水処理能力が１００，０００ｍ３／日以上の高度浄水処

理（オゾン又は活性炭処理に限る。）浄水場において、浄水処理施設の基本計画又は設計の業

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２７年 ４月 ２日（木）午後 ２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 

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、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。 

② この契約は、「平成２７年２月の委託契約における公共工事設計労務単価等の改定に伴う

特例措置」の対象外です。 

③ この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会に

おいて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局計画課 電話 ０４５－６３３－０１８０ 

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 １５５２０３５１７１ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 笹下二丁目ほか地質調査業務委託 

納入／履行場所 
港南区笹下二丁目２０番１号ほか 

概要 

機械ボーリング一式、サンプリング一式、サウンディング及び原位置試験一式、室内土質試験

一式、総合解析一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 地質調査 

格付等級 - 

登録細目 【地質調査：地上ボーリング等】 

所在地区分 市内 

その他 

次の（１）、（２）及び（３）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）（以下この項において「名簿」

という。）における上記の種目に登録があり、かつ、名簿において上記の登録細目及び所

在地区分に登録があること。 

（２）名簿における企業規模区分において「中小企業」として登録が認められていること。 

（３）地質調査の業務実績を有するものであること。 

提出書類 

履行実績申告書（地質調査業務委託用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札及び開札日時 平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時３０分  

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

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、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。 

（２）この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会

において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５１ 
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契約番号 １５５２０３５１７２ 

入札方法 入札書の持参による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道 磯子バックアップ施設建設予定用地測量業務委託 

納入／履行場所 
磯子区磯子一丁目１番８４から１番１０３まで 

概要 

打合せ一式、基準点測量一式、用地測量（用地部門）一式 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８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 測量 

格付等級 - 

登録細目 【測量：地上測量】 

所在地区分 市内 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）（以下この項において「名簿」

という。）における上記種目の登録順位が第１位であり、かつ、名簿において上記の登録

細目及び所在地区分に登録があること。 

（２）名簿における企業規模区分において「中小企業」として登録が認められていること。 

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２７年 ４月 ２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 

（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、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。 

（２）この入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議会

において可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

契約事務担当課 水道局経理課 電話 ０４５－６３３－０１５１ 
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交通局調達公告第32号 

一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり、「関内駅ほか構築補修工事（その２）」ほか２件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成27年３月17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27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）を受けていること。 

(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 

   平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が属する行政

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27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点（

主観点）をいう。 

 オ 横浜型地域貢献企業 

   横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

 カ 建設機械所有事業者 

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

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

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

借契約に限る。）をしている者をいう。  

 キ 災害協力事業者 

   災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

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

(6) その他、詳細については横浜市交通局契約規程、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負

関係）（以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」

という。）等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより

入札保証金の納付を求める場合及び８(11)に定める場合を除く。 

交 通 局 
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(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ

ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す

ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下

「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ、

中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に

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

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

望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

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

不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 平成27・28年度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 

(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。 



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

258 

 

(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、次のア又はイのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

ア 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。 

(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。 

イ 従事している工事が、平成 27 年３月 31 日までに完成することが明らかな本市発注の管内一円工事

(工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若しくは「区名」等で包括的に

指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」お知らせ欄に平成 27

年２月 24 日付掲載の「管内一円工事一覧」を参照。）であるとき。 

(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 27・28 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



横浜市報調達公告版 

第24号 平成27年３月17日発行 

259 

 

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) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の

前払金に関する規程、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等

に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １５５３０１０００６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
関内駅ほか構築補修工事（その２） 

施工場所 
南区宮元町３丁目４６番地から神奈川区三ツ沢下町２番１６号まで 

工事概要 

止水注入工Ｌ＝１，２５５ｍ、断面修復工１，０８５．２ｍ２、表面被覆工 
３，３５３．１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２９年 ７月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は落札候補（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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 
に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 
できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 
実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績 
を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） （６）共同企業体協 
定書兼委任状 

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

入札期間 
平成２７年 ４月 ６日（月）午前 ９時００分から 
平成２７年 ４月 ８日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ９日（木）午前 １０時０３分  

支払い条件 前金払 する（各年） 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３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－３２６－３８７６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５３０１０００６ 

工事件名 関内駅ほか構築補修工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 
者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 
の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 
くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 
・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 
照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の４以上であるとと 
  もに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という。）の出資比率は、当該共同 
  企業体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組合せは、前頁の入札参加資格のほか、次のア 代表構成員の資格要 
  件を全て満たす者と、イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を全て満たす 
  者による組合せであること。 
  ア 代表構成員の資格要件 
  （ア）鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）の適用を受ける鉄道又は軌道法（大正 
    １０年法律第７６号）の適用を受ける軌道（以下「鉄道等」という。）の隧道内 
    における工事（線路閉鎖を伴うものに限る。）の元請としての施工実績を有する 
    こと。なお、当該施工実績に係る鉄道等は営業路線に限る。 
  （イ）前頁の技術者は、鉄道等の線路内で作業を行った工事の元請としての施工経験 
    を有すること。 
  （ウ）平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本件工事と同工 
    種の工事 高請負実績の元請金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 
    税相当額を含む。）の６割以上であること。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）コンクリート土木構造物工事の元請としての施工実績を有すること。 
  （ウ）前頁の技術者は、コンクリート土木構造物工事の元請としての施工経験を有す 
    ること。 
  ※ 施工実績及び技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成した 
   ものに限る。なお、当該施工実績及び技術者の施工経験が共同企業体の構成員とし 
   ての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 
（５）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
  人又は監理技術者として配置すること。 
（６）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者が、入札参加資格その他（４） 
  ア（イ）の工事の元請としての施工経験を有していない場合は、代表構成員に所属す 
  る技術者を本件工事における監理技術者として配置すること。 
（７）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。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 
  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 
  結果通知書（工事）により確認すること。 
（２）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 
  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 
  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。なお、現場代理 
  人が従事している工事の取扱いの特例について公告本文８（９）イに記載があるので 
  あわせて留意すること。 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 
  を参照）。 
（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 
  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 
 
本件工事の公告は３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頁目及び３頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０１０００６ 

工事件名 関内駅ほか構築補修工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は３頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は３頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目及び２頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０１０００４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２７年度レール交換及びその他工事 

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２番地２０から藤沢市湘南台１丁目４３番地１３まで 

工事概要 

レール交換工一式、レール溶接工一式、マクラギ交換工一式、道床切下げ工一式、縦断側 

溝整備工一式、横断側溝整備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：軌道工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（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 

上記の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 

者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 

の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 

くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 

・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 

照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

 

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）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時５０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－３２６－３８７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５３０１０００４ 

工事件名 
平成２７年度レール交換及びその他工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 

  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 

  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 

  結果通知書（工事）により確認すること。 

（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 

  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 

（３）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 

  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 

（４）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 

  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 

  に記載があるので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２７年度開削トンネル中柱補強工事 

施工場所 
中区弥生町５丁目４８番地から港南区上大岡西一丁目９番Ｂ－１号まで 

工事概要 

波形分割鋼板巻立て補強工（中柱５１本） 

工期 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（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 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） （５）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２７年 ４月 ２日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ４月 ６日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ４月 ７日（火）午前 １０時５１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９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 交通局施設課 電話 ０４５－３２６－３８７６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５３０１０００５ 

工事件名 
平成２７年度開削トンネル中柱補強工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

前頁の技術者が、落札候補（予定）者通知書の送付日において、他の工事に従事している 

者であっても、当該工事が平成２７年３月３１日までに完成することが明らかな本市発注 

の管内一円工事（工事件名に「管内」と記載がある工事又は施工場所を「○○一円」若し 

くは「区名」等で包括的に指定する工事。詳細については横浜市ホームページ「ヨコハマ 

・入札のとびら」お知らせ欄に平成２７年２月２４日付掲載の「管内一円工事一覧」を参 

照。）の場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

 

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１２年４月１日以降に完成した、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）の適 

  用を受ける鉄道又は軌道法（大正１０年法律第７６号）の適用を受ける軌道（以下  

  「鉄道等」という。）の隧道内における工事（線路閉鎖を伴うものに限る。）の元請 

  としての施工実績を有すること。なお、当該施工実績に係る鉄道等は営業路線に限  

  る。 

   また、当該施工実績が、共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が 

  １０分の２以上のものに限る。  

（２）現場代理人は、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。 

 

 

【注意事項】 

（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２７・２８年度の横 

  浜市入札参加資格審査結果に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 

  録細目、所在地区分及び企業規模は、平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査 

  結果通知書（工事）により確認すること。 

（２）入札参加にあたっては、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。なお、現場代理人が従事している工事の取扱いの特例について公告本 

  文８（９）イに記載があるのであわせて留意すること。 

（３）特記仕様書において、本工事で実施する工法に関する記載があるので留意するこ  

  と。 

（４）本件工事の入札は、平成２７年度横浜市各会計予算が横浜市会平成２７年第１回定 

  例会において可決されないときは、執行しないものとする。 

（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 

  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 

  に記載があるので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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交通局調達公告第33号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「信号用軌条絶縁及びレールボンド点検整備作業」の契約について、一般競争入札を行う

。 

平成27年３月17日 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

１ 入札参加資格  

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

べて満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する

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

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

する者であること。 

(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）（以下「有資格者名簿」と

いう。）に登載されている者であること。 

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

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

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

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」

という。）を含まないものとして計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウン

ロード可能。）を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契

約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

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

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

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（休日等を除く。）において、電子入札システムにより入札書を

提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

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

を除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の1 0 0分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の1 0 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 
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５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、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
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た日）の２日後(ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電子

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

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

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

落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

（長期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

。 

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

条第４項に定めるとおりとする。 

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

の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

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

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

された場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

又は解除することができるものとする。 

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

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

入札参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １５５３０３０１６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
信号用軌条絶縁及びレールボンド点検整備作業 

納入／履行場所 
藤沢市湘南台１丁目４３番地１３から青葉区あざみ野二丁目２番地２０までほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

と、準市内業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月３１日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする 

。 

発注担当課 交通局電気課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第34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27年３月17日 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

  ア バス車両の車検整備（本牧） 一式 

  イ バス車両の車検整備（港北・緑） 一式 

 (2) 業務内容 

   入札説明書による。 

(3) 履行期間 

    第１号ア及びイに掲げる業務ともに、次のとおりとする。 

   平成27年４月１日から平成28年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

   入札説明書による。 

(5) 入札方法 

   第１号ア及びイに掲げる業務ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

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

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

(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「自動車修理・点検

」の細目Ｄ「一般乗合自動車（バス）」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成27年３月23日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務の実績又は車両総重量14トン以上のバス車両の車検業務（複合ブレーキ、フルエアーブレ

ーキ、ホイールパークチャンバー及びアンチロック・ブレーキ・システム装置の分解修理を含むもの

に限る。）を、入札参加を希望するブロックと同程度の数量を１年間に行った実績を有する者である

こと。 

(5) 入札参加を希望する当局バス車両整備工場の事務所を起点として、半径25キロメートル以内に当局

の大型バス車両（車両総重量14トン程度）が入庫可能な車両整備工場を有する者であること。 

(6) 港北・緑のブロックに入札参加を希望する場合は、上記の車両整備工場が高圧ガス保安法に基づく

CNG容器検査所として登録されていること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成27年３月23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（次号に掲げるものを除く。） 

〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地 

横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階） 

(4) 前項第２号に規定する登録に係る書類の提出場所 

〒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） 

(5) 契約条項等に関する問い合わせ先 
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〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地 

横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階） 

内海 電話 045(326)3807（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詳細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27年３月26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日までを除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地 

横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階） 

電話 045(326)3807（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 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

第１項第１号ア及びイに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成27年３月31日午前９時 

イ 平成27年３月31日午前９時15分 

   (ｲ) 入札場所 

西区花咲町６丁目145番地 

   横浜市交通局会議室（横浜花咲ビル７階） 

イ 郵送による入札書の提出 

平成27年３月30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 

第１項第１号ア及びイに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成27年３月31日午前９時 

イ 平成27年３月31日午前９時15分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   １箇月間の出来高分に応じて、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成27年度横浜市各会計予算が平成27年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

① Vehicle inspection for the Yokohama Municipal Buses of Honmoku Depot 

② Vehicle inspection for the Yokohama Municipal Buses of Kohoku Depot and Midori Depot 

(2) Deadline for the tender: 

① 9:00 a.m., 31 March, 2015 

② 9:15 a.m., 31 March, 2015 

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

of Yokohama, 6 - 1 4 5  H a n a s a k i - c h o , Nishi-ku, Yokohama, 220-0022 TEL 045(326)3807 
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交通局調達公告第35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 27 年３月 17 日 

                                   横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契約

の相手方の氏名又は

名称及び住所又は所

在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 地下鉄４号線

運転シミュレ

ータ装置新設

業務委託 一

式 

交通局総務部

経営企画課 

中区港町１丁

目１番地 

平成 27

年 ２ 月

４日 

東急テクノシステム

株式会社 

川崎市中原区今井上

町 55 番地 

円

52,704,000

一 般 競

争入札 

平成 26

年 12 月

16 日 

－ 

 


