
11 時 40 分

◎＝落札者　

第　1　回

◎ 25,088,000
25,200,000
25,550,000

欠席

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

入札予定額（円） 25,550,000
最低制限価格（円） 23,905,600

株 式 会 社 松 尾 工 務 店

入札額（消費税を除く）（円）
落札者

大 洋 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 三 木 組

株 式 会 社 紅 梅 組

有 限 会 社 エ ス ワ イ シ ー

業　　　者　　　名

平 成 26 年 12 月 4 日

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

株 式 会 社 谷 津 建 設

株 式 会 社 芳 垣 建 設

三 共 建 設 株 式 会 社

三 武 建 設 株 式 会 社

踊 場 公 園 こ ど も ロ グ ハ ウ ス 改 修 工 事 入 札 顛 末 書



11 時 50 分

◎＝落札者　

第　1　回

◎ 17,645,000
17,832,000
18,388,000
18,650,000
18,930,000

欠席

辞退

辞退

辞退

入札予定額（円） 18,930,000
最低制限価格（円） 17,633,400

三 武 建 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）
落札者

三 共 建 設 株 式 会 社

有 限 会 社 エ ス ワ イ シ ー

ア ラ ン 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

平 成 26 年 12 月 4 日

株 式 会 社 宮 野 工 務 店

新 建 装 株 式 会 社

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

株 式 会 社 谷 津 建 設

株 式 会 社 芳 垣 建 設

桂 山 公 園 こ ど も ロ グ ハ ウ ス 改 修 工 事 入 札 顛 末 書


	2820踊場
	公示用

	2821桂山公園
	公示用



確認表

		指名通知書　送付確認表 シメイツウチショソウフカクニンヒョウ

																																																				通知日 ツウチビ						平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		19		日 ニチ

				工事件名 コウジケンメイ												踊場公園こどもログハウス改修工事 オドリバコウエンカイシュウコウジ																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2820						番 バン						営繕第一課 エイゼンダイイチカ				建築第一係 ケンチクダイイチカカリ										641-3122

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												41977.0																														0.4861111111111111												執行 シッコウ																		設備課 セツビカ				建築第二係 ケンチクダイニカカリ										641-3125

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																								電気係 デンキカカリ										663-8031

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																												機械係 キカイカカリ										663-8032

				図渡し日時
場所 ズワタニチジバショ												41964.0																														9時00分～正午まで ジフンショウゴ																																		技術管理係 ギジュツカンリカカリ										349-5217

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイエイゼンブ																																																								企画調整係 キカクチョウセイカカリ										306-7276

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																								主任技術者 シュニンギジュツシャ								配置 ハイチ						主任技術者届 シュニンギジュツシャトドケ

				工事担当課・係 コウジタントウカカカリ												営繕第一課 エイゼンダイイチカ										建築第一係 ケンチクダイイチカカリ												契約担当課・係 ケイヤクタントウカカカリ														総　務 フサツトム						課 カ				契約係 ケイヤクカカリ														監理技術者 カンリギジュツシャ								専任配置 センニンハイチ						配置技術者（変更）届 ハイチギジュツシャヘンコウトドケ

				問合せ先 トイアワサキ														641-3122																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																								受領確認 ジュリョウカクニン				11		月 ガツ		12		日 ニチ

				予定価格 ヨテイカカク												25,550,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										10								者 シャ

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				建築 ケンチク						細目 サイモク				建築工事 ケンチクコウジ						技術者 ギジュツシャ				主任技術者 シュニンギジュツシャ								配置 ハイチ				提出書類 テイシュツショルイ						主任技術者届 シュニンギジュツシャトドケ								担当 タントウ				土屋 ツチヤ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ								通知書チェック項目 ツウチショコウモク														再確認 サイカクニン		受領
確認 ジュリョウカクニン

																																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ		図渡し日 ズワタビ		入札日 ニュウサツビ		予定価格 ヨテイカカク		工期 コウキ		発送日 ハッソウビ		技術者 ギジュツシャ

		B				三共建設株式会社 サンキョウケンセツカブシキカイシャ																				370-3833										370-3888										神奈川 カナガワ																														区リスト ク						ランク

		B				三武建設株式会社 サンタケケンセツカブシキカイシャ																				943-4366										943-4355										都筑 ツヅキ																														神奈川 カナガワ						A

		Ａ		Ａ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		大洋建設株式会社 タイヨウケンセツカブシキカイシャ		861-0020										861-1211										戸塚 トツカ																														西 ニシ						B

		Ａ		Ａ		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		株式会社松尾工務店 カブシキカイシャマツオコウムテン		502-4821										511-0025										鶴見 ツルミ																														中 ナカ						C

		Ａ		Ａ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		株式会社三木組 カブシキカイシャミキクミ		461-6178										461-6061										神奈川 カナガワ																														保土ケ谷 ホドガヤ

		B		B		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		株式会社谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ		335-7784										331-7848										保土ケ谷 ホドガヤ																														旭 アサヒ								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク

		B		B		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		株式会社芳垣建設 カブシキカイシャヨシガキケンセツ		701-9079										701-9028										金沢 カナザワ																														港北 コウホク								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク

		Ａ		Ａ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		株式会社紅梅組 カブシキカイシャコウバイクミ		321-3871										322-6106										西 ニシ																														戸塚 トツカ

		B		B		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		株式会社佐藤薫工務店 カブシキカイシャサトウカオルコウムテン		842-4553										842-4586										港南 コウナン																														港南 コウナン

		B		B		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		有限会社エスワイシー ユウゲンカイシャ		771-9300										771-2153										磯子 イソゴ								10																						磯子 イソゴ

																																														0								11																						表彰者 ヒョウショウシャ

																																														0								12																						都筑 ツヅキ

																																														0								13																						鶴見 ツルミ

																																														0								14

																																														0								15

																																														0								16

																																														0								17

																																														0								18

																																														0								19

																																														0								20

																																														0								21

																																														0								22

																																														0								23

																																														0								24

																																														0								25

																																														0								26

																																														0								27

																																														0								28



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		踊場公園こどもログハウス改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		三共建設株式会社		神奈川		B								0

		2		三武建設株式会社		都筑		B								0

		3		大洋建設株式会社		戸塚		Ａ								0

		4		株式会社松尾工務店		鶴見		Ａ								0

		5		株式会社三木組		神奈川		Ａ								0

		6		株式会社谷津建設		保土ケ谷		B								25200000

		7		株式会社芳垣建設		金沢		B								25550000

		8		株式会社紅梅組		西		Ａ								0

		9		株式会社佐藤薫工務店		港南		B								25088000

		10		有限会社エスワイシー		磯子		B								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2820

		工事名 コウジメイ				踊場公園こどもログハウス改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				41977.0		0.4861111111111111

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		三共建設株式会社

				2		三武建設株式会社

				3		大洋建設株式会社

				4		株式会社松尾工務店

				5		株式会社三木組

				6		株式会社谷津建設

				7		株式会社芳垣建設

				8		株式会社紅梅組

				9		株式会社佐藤薫工務店

				10		有限会社エスワイシー

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0



文字の間隔に
注意して入力
すること



（新）指名通知書

																																																		平成 ヘイセイ				26				年 ネン		11				月 ガツ		19				日 ニチ						指名業者 シメイギョウシャ																								宛 アテ

																																																																												三共建設株式会社																								様 サマ

																								指名通知書 シメイツウチショ																																																				三武建設株式会社

																																																																												大洋建設株式会社

		有限会社エスワイシー																				様 サマ																																																						株式会社松尾工務店

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																												株式会社三木組

																																																理事長　浜野　四郎 リジチョウハ																												株式会社谷津建設

		次により、指名競争入札を行いますので、通知します。 ツギシメイキョウソウニュウサツオコナツウチ																																																																										株式会社芳垣建設

		（今回の指名競争入札は、優良工事施工業者表彰者を対象に行うものです。） コンカイシメイキョウソウニュウサツユウリョウコウジセコウギョウシャヒョウショウシャタイショウ																																																																										株式会社紅梅組

																																																																												株式会社佐藤薫工務店

		契約番号 ケイヤクバンゴウ														2820																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								入札 ニュウサツ										有限会社エスワイシー

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														踊場公園こどもログハウス改修工事																																																												0

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														41964.0																																				9時00分～正午迄 ジフンショウゴマデ																								0

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部																																																												0

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカク																																																												0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														41977.0																																				0.4861111111111111												入札 ニュウサツ												0

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　																																																												0

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階																																																												0

		工事担当課
問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ														営繕第一課												建築第一係										契約担当課
問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ														総務課 ソウムカ												契約係 ケイヤクカカリ

																				641-3122																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												$25,550,000																最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		20				日 ニチ		まで

		入札回数 ニュウサツカイスウ										2				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ																																																																		該当無 ガイトウム

		注意事項 チュウイジコウ								○		入札を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出して
ください。 ニュウサツキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		入札書は当公社ホームページよりダウンロードし、入札に参加してください。 ニュウサツショトウコウシャニュウサツサンカ

										○		入札書の下部の工事内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されな
い場合は、入札を無効とします。 ニュウサツショカブコウジウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記で定める入札方法によらない入札は無効とします。 ジョウキサダニュウサツホウホウニュウサツムコウ

										○		入札回数は２回とします。 ニュウサツカイスウカイ

										○		施工現場に建築工事業に係る主任技術者を配置すること。当該技術者は恒常的な雇用関係にあり、雇用期間3カ月間を経過していること。また、他の専任を要する工事に従事していない者を配置すること。
落札後、主任技術者届及び資格・雇用等証明する書類を提出すること。

																																																																														.

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公
社契約規程、横浜市公共工事の前払金に関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイヨコハマシコウキョウコウジマエバラキンカンキソクサダ

										○		入札の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意
してください。 ニュウサツコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																		11				月 ガツ		20				日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン





顛末書

		

		踊場公園こどもログハウス改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社佐藤薫工務店				◎		25,088,000

				株式会社谷津建設						25,200,000

				株式会社芳垣建設						25,550,000

				三共建設株式会社								欠席 ケッセキ

				三武建設株式会社								辞退 ジタイ

				大洋建設株式会社								辞退 ジタイ

				株式会社松尾工務店								辞退 ジタイ

				株式会社三木組								辞退 ジタイ

				株式会社紅梅組								辞退 ジタイ

				有限会社エスワイシー								辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		25,550,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,905,600





公示用

		

		踊場公園こどもログハウス改修工事　入札顛末書

																41977.0																								0.4861111111111111

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社佐藤薫工務店																																		◎		25,088,000

				株式会社谷津建設																																				25,200,000

				株式会社芳垣建設																																				25,550,000

				三共建設株式会社																																						欠席 ケッセキ

				三武建設株式会社																																						辞退 ジタイ

				大洋建設株式会社																																						辞退 ジタイ

				株式会社松尾工務店																																						辞退 ジタイ

				株式会社三木組																																						辞退 ジタイ

				株式会社紅梅組																																						辞退 ジタイ

				有限会社エスワイシー																																						辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		25,550,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,905,600





Sheet2

		

				踊場公園こどもログハウス改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社佐藤薫工務店				◎		25,088,000

		2				株式会社谷津建設						25,200,000

		3				株式会社芳垣建設						25,550,000

		4				三共建設株式会社								欠席 ケッセキ

		5				三武建設株式会社								辞退 ジタイ

		6				大洋建設株式会社								辞退 ジタイ

		7				株式会社松尾工務店								辞退 ジタイ

		8				株式会社三木組								辞退 ジタイ

		9				株式会社紅梅組								辞退 ジタイ

		10				有限会社エスワイシー								辞退 ジタイ

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		25,550,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,905,600





仮決定

																																41977.0

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																						公益財団法人横浜市建築保全公社総務課　契約係 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカケイヤクカカ

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2820

		件　　　名 ケンメイ						踊場公園こどもログハウス改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								0												】		【収入印紙代    ￥						0				】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊平成26年12月5日（金）15：00までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。 ヘイセイネンガツニチキン

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は、						平成		26		年		12		月		8		日（月）に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				土屋

																										℡		641-3122



００/００/００と入力



決定通知

																										41981.0

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																		公益財団法人横浜市建築保全公社総務課　契約係 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカケイヤクカカ

		株式会社佐藤薫工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2820

		件　　　名 ケンメイ						踊場公園こどもログハウス改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		27,095,040														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								2,007,040												】		【収入印紙代    ￥						10,000				】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				土屋

																										℡		641-3122

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ



００/００/００と入力



資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		株式会社佐藤薫工務店

																												様 サマ

																																																				財団法人横浜市建築保全公社 ザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								田島　　秀一 タジマシュウイチ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2820

						2				件名 ケンメイ																				踊場公園こどもログハウス改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

						4				開札日 ヒラフダヒ																				12:00:00 AM

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								25				―		1				―		2820

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		指名競争入札 シメイキョウソウニュウサツ

										踊場公園こどもログハウス改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										環境創造局 カンキョウソウゾウキョク														業務委託
契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														白幡公園ほか２公園こどもログハウス外壁等修繕業務

		契約の ケイヤク										株式会社佐藤薫工務店																												代表取締役　佐藤　和彦 ダサトウカズヒコ

		相手方 アイテカタ

														27,095,040

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		12				月 ガツ		8				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		12				月 ガツ		15				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		20				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　2　事業活動支出
　　　（１）事業費支出　　ﾅ　工事請負費支出 ジギョウカツドウシシュツコウジウケオイヒシシュツ

		入札日時 ニュウサツニチジ								41977.0																0.4861111111111111								業者数 ギョウシャスウ										10						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$2,007,040

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								$10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第1回入札額 ダイカイニュウサツガク																第2回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社佐藤薫工務店

																								$25,088,000

																								$27,095,040

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						主任技術者

														＜選定区＞								0





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社佐藤薫工務店		25,088,000

		株式会社谷津建設		25,200,000

		株式会社芳垣建設		25,550,000

		三共建設株式会社		0

		三武建設株式会社		0

		大洋建設株式会社		0

		株式会社松尾工務店		0

		株式会社三木組		0

		株式会社紅梅組		0

		有限会社エスワイシー		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0
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		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		入札予定額（円）

		0		最低制限価格（円）

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0






確認表

		指名通知書　送付確認表 シメイツウチショソウフカクニンヒョウ

																																																				通知日 ツウチビ						平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		19		日 ニチ

				工事件名 コウジケンメイ												桂山公園こどもログハウス改修工事 カツラヤマコウエンカイシュウコウジ																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2821						番 バン						営繕第一課 エイゼンダイイチカ				建築第一係 ケンチクダイイチカカリ										641-3122

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												41977.0																														0.4930555555555556												執行 シッコウ																		設備課 セツビカ				建築第二係 ケンチクダイニカカリ										641-3125

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																								電気係 デンキカカリ										663-8031

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																												機械係 キカイカカリ										663-8032

				図渡し日時
場所 ズワタニチジバショ												41964.0																														9時00分～正午まで ジフンショウゴ																																		技術管理係 ギジュツカンリカカリ										349-5217

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイエイゼンブ																																																								企画調整係 キカクチョウセイカカリ										306-7276

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																								主任技術者 シュニンギジュツシャ								配置 ハイチ						主任技術者届 シュニンギジュツシャトドケ

				工事担当課・係 コウジタントウカカカリ												営繕第一課 エイゼンダイイチカ										建築第一係 ケンチクダイイチカカリ												契約担当課・係 ケイヤクタントウカカカリ														総　務 フサツトム						課 カ				契約係 ケイヤクカカリ														監理技術者 カンリギジュツシャ								専任配置 センニンハイチ						配置技術者（変更）届 ハイチギジュツシャヘンコウトドケ

				問合せ先 トイアワサキ														641-3122																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																								受領確認 ジュリョウカクニン				11		月 ガツ		12		日 ニチ

				予定価格 ヨテイカカク												18,930,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		3				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										9								者 シャ

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				建築 ケンチク						細目 サイモク				建築工事 ケンチクコウジ						技術者 ギジュツシャ				主任技術者 シュニンギジュツシャ								配置 ハイチ				提出書類 テイシュツショルイ						主任技術者届 シュニンギジュツシャトドケ								担当 タントウ				土屋 ツチヤ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ								通知書チェック項目 ツウチショコウモク														再確認 サイカクニン		受領
確認 ジュリョウカクニン

																																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ		図渡し日 ズワタビ		入札日 ニュウサツビ		予定価格 ヨテイカカク		工期 コウキ		発送日 ハッソウビ		技術者 ギジュツシャ

		B				三共建設株式会社																				370-3833										370-3888										神奈川 カナガワ																														区リスト ク						ランク

		B				三武建設株式会社																				943-4366										943-4355										都筑 ツヅキ																														神奈川 カナガワ						A

		C				新建装株式会社																				333-4415										331-5408										保土ケ谷 タモツツチガヤ																														都筑 ツヅキ						B

		B				株式会社谷津建設																				335-7784										331-7848										保土ケ谷 タモツツチガヤ																														保土ケ谷 タモツツチガヤ						C

		B				株式会社芳垣建設																				701-9079										701-9028										金沢 カナザワ																														金沢 カナザワ

		C				株式会社宮野工務店																				731-0004										791-0003										保土ケ谷 タモツツチガヤ																														港南 コウナン								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク

		B				株式会社佐藤薫工務店																				842-4553										842-4586										港南 コウナン																														磯子 イソゴ								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク

		B				有限会社エスワイシー																				771-9300										771-2153										磯子 イソゴ																														南 ミナミ

		C				アラン建設株式会社																				714-0213										714-0313										南 ミナミ																														表彰者 ヒョウショウシャ

																																																						10

																																																						11

																																														0								12

																																														0								13

																																														0								14

																																														0								15

																																														0								16

																																														0								17

																																														0								18

																																														0								19

																																														0								20

																																														0								21

																																														0								22

																																														0								23

																																														0								24

																																														0								25

																																														0								26

																																														0								27

																																														0								28



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		桂山公園こどもログハウス改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		三共建設株式会社		神奈川		B								0

		2		三武建設株式会社		都筑		B								0

		3		新建装株式会社		保土ケ谷		C								17832000

		4		株式会社谷津建設		保土ケ谷		B								18650000

		5		株式会社芳垣建設		金沢		B								18930000

		6		株式会社宮野工務店		保土ケ谷		C								17645000

		7		株式会社佐藤薫工務店		港南		B								18388000

		8		有限会社エスワイシー		磯子		B								0

		9		アラン建設株式会社		南		C								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2821

		工事名 コウジメイ				桂山公園こどもログハウス改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				41977.0		0.4930555555555556

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		三共建設株式会社

				2		三武建設株式会社

				3		新建装株式会社

				4		株式会社谷津建設

				5		株式会社芳垣建設

				6		株式会社宮野工務店

				7		株式会社佐藤薫工務店

				8		有限会社エスワイシー

				9		アラン建設株式会社

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0



文字の間隔に
注意して入力
すること



（新）指名通知書

																																																		平成 ヘイセイ				26				年 ネン		11				月 ガツ		19				日 ニチ						指名業者 シメイギョウシャ																								宛 アテ

																																																																												三共建設株式会社																								様 サマ

																								指名通知書 シメイツウチショ																																																				三武建設株式会社

																																																																												新建装株式会社

		有限会社エスワイシー																				様 サマ																																																						株式会社谷津建設

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																												株式会社芳垣建設

																																																理事長　浜野　四郎 リジチョウハマノシロウ																												株式会社宮野工務店

		次により、指名競争入札を行いますので、通知します。 ツギシメイキョウソウニュウサツオコナツウチ																																																																										株式会社佐藤薫工務店

		（今回の指名競争入札は、優良工事施工業者表彰者を対象に行うものです。） コンカイシメイキョウソウニュウサツユウリョウコウジセコウギョウシャヒョウショウシャタイショウ																																																																										有限会社エスワイシー

																																																																												アラン建設株式会社

		契約番号 ケイヤクバンゴウ														2821																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								入札 ニュウサツ										0

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														桂山公園こどもログハウス改修工事																																																												0

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														41964.0																																				9時00分～正午迄 ジフンショウゴマデ																								0

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部																																																												0

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカク																																																												0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														41977.0																																				0.4930555555555556												入札 ニュウサツ												0

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　																																																												0

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階																																																												0

		工事担当課
問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ														営繕第一課												建築第一係										契約担当課
問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ														総務課 ソウムカ												契約係 ケイヤクカカリ

																				641-3122																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												$18,930,000																最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		20				日 ニチ		まで

		入札回数 ニュウサツカイスウ										2				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ																																																																		該当無 ガイトウム

		注意事項 チュウイジコウ								○		入札を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出して
ください。 ニュウサツキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		入札書は当公社ホームページよりダウンロードし、入札に参加してください。 ニュウサツショトウコウシャニュウサツサンカ

										○		入札書の下部の工事内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されな
い場合は、入札を無効とします。 ニュウサツショカブコウジウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記で定める入札方法によらない入札は無効とします。 ジョウキサダニュウサツホウホウニュウサツムコウ

										○		入札回数は２回とします。 ニュウサツカイスウカイ

										○		施工現場に建築工事業に係る主任技術者を配置すること。当該技術者は恒常的な雇用関係にあり、雇用期間3カ月間を経過していること。また、他の専任を要する工事に従事していない者を配置すること。
落札後、主任技術者届及び資格・雇用等証明する書類を提出すること。

																																																																														.

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公
社契約規程、横浜市公共工事の前払金に関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイヨコハマシコウキョウコウジマエバラキンカンキソクサダ

										○		入札の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意
してください。 ニュウサツコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																		11				月 ガツ		20				日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン





顛末書

		

		桂山公園こどもログハウス改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社宮野工務店				◎		17,645,000

				新建装株式会社						17,832,000

				株式会社佐藤薫工務店						18,388,000

				株式会社谷津建設						18,650,000

				株式会社芳垣建設						18,930,000

				三共建設株式会社								欠席 ケッセキ

				三武建設株式会社								辞退

				有限会社エスワイシー								辞退

				アラン建設株式会社								辞退

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,930,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,633,400





公示用

		

		桂山公園こどもログハウス改修工事　入札顛末書

																41977.0																								0.4930555555555556

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社宮野工務店																																		◎		17,645,000

				新建装株式会社																																				17,832,000

				株式会社佐藤薫工務店																																				18,388,000

				株式会社谷津建設																																				18,650,000

				株式会社芳垣建設																																				18,930,000

				三共建設株式会社																																						欠席 ケッセキ

				三武建設株式会社																																						辞退

				有限会社エスワイシー																																						辞退

				アラン建設株式会社																																						辞退

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,930,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,633,400





Sheet2

		

				桂山公園こどもログハウス改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社宮野工務店				◎		17,645,000

		2				新建装株式会社						17,832,000

		3				株式会社佐藤薫工務店						18,388,000

		4				株式会社谷津建設						18,650,000

		5				株式会社芳垣建設						18,930,000

		6				三共建設株式会社								欠席 ケッセキ

		7				三武建設株式会社								辞退

		8				有限会社エスワイシー								辞退

		9				アラン建設株式会社								辞退

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,930,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,633,400





仮決定

																																41977.0

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																						公益財団法人横浜市建築保全公社総務課　契約係 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカケイヤクカカ

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2821

		件　　　名 ケンメイ						桂山公園こどもログハウス改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								0												】		【収入印紙代    ￥						0				】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊平成26年12月5日（金）15：00までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。 ヘイセイネンガツニチキン

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は、 ケッテイツウチショ						平成 ヘイセイ		26		年 ネン		12		月 ガツ		8		日（月）に送付いたします。 ニチゲツソウフ

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				土屋

																										℡		641-3122



００/００/００と入力



決定通知

																										41981.0

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																		公益財団法人横浜市建築保全公社総務課　契約係 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカケイヤクカカ

		株式会社宮野工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2821

		件　　　名 ケンメイ						桂山公園こどもログハウス改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		19,056,600														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,411,600												】		【収入印紙代    ￥						10,000				】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				土屋

																										℡		641-3122

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ



００/００/００と入力



資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		株式会社宮野工務店

																												様 サマ

																																																				財団法人横浜市建築保全公社 ザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								田島　　秀一 タジマシュウイチ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2821

						2				件名 ケンメイ																				桂山公園こどもログハウス改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

						4				開札日 ヒラフダヒ																				12:00:00 AM

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								25				―		1				―		2821

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		指名競争入札 シメイキョウソウニュウサツ

										桂山公園こどもログハウス改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										環境創造局 カンキョウソウゾウキョク														業務委託
契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														白幡公園ほか２公園こどもログハウス外壁等修繕業務 シラハタコウエンコウエンソトカベトウシュウゼンギョウム

		契約の ケイヤク										株式会社宮野工務店																												代表取締役　宮野　哲司 ダミヤノテツジ

		相手方 アイテカタ

														19,056,600

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				25				年 ネン		7				月 ガツ		24				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				25				年 ネン		7				月 ガツ		31				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				25				年 ネン		3				月 ガツ		20				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　2　事業活動支出
　　　（１）事業費支出　　ﾅ　工事請負費支出 ジギョウカツドウシシュツコウジウケオイヒシシュツ

		入札日時 ニュウサツニチジ								41977.0																0.4930555555555556								業者数 ギョウシャスウ										9						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,411,600

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								$10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第1回入札額 ダイカイニュウサツガク																第2回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社宮野工務店

																								$17,645,000

																								$19,056,600

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						主任技術者

														＜選定区＞								0





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社宮野工務店		17,645,000

		新建装株式会社		17,832,000

		株式会社佐藤薫工務店		18,388,000

		株式会社谷津建設		18,650,000

		株式会社芳垣建設		18,930,000

		三共建設株式会社		0

		三武建設株式会社		0

		有限会社エスワイシー		0
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