
◎＝落札者　

第　1　回

19,778,000 失格

20,466,000 失格

20,514,000 失格

20,516,400 失格

20,522,100 失格

20,577,000 失格

20,583,000 失格

◎ 20,800,000

入札予定額（円） 23,130,000
最低制限価格（円） 20,619,200

株 式 会 社 江 電 社

入札額（消費税を除く）（円）
落札者

株 式 会 社 シ ン デ ン

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

平 成 26 年 3 月 13 日

三 沢 電 機 株 式 会 社

熊 沢 電 気 株 式 会 社

強 電 プ ラ ン ト 工 事 株 式 会 社

東 洋 電 装 株 式 会 社

京 浜 電 設 株 式 会 社

午 前 9 時 00 分

横 浜 市 東 部 方 面 施 設 電 気 設 備 緊 急 改 修 工 事 入 札 顛 末 書



◎＝落札者　

第　1　回

20,253,000 失格

20,528,000 失格

◎ 20,678,000
21,900,500
22,187,000

入札予定額（円） 23,130,000
最低制限価格（円） 20,594,600

横 浜 市 西 部 方 面 施 設 電 気 設 備 緊 急 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

午 前 9 時 10 分

業　　　者　　　名

平 成 26 年 3 月 13 日

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 横 浜 電 業

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

会 津 電 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）
落札者



◎＝落札者　

第　1　回

20,500,000 失格

20,578,700 失格

◎ 20,750,000

入札予定額（円） 23,130,000
最低制限価格（円） 20,592,500

入札額（消費税を除く）（円）
落札者業　　　者　　　名

平 成 26 年 3 月 13 日

永 泰 電 設 株 式 会 社

藤 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 興 友 社

午 前 9 時 20 分

横 浜 市 南 部 方 面 施 設 電 気 設 備 緊 急 改 修 工 事 入 札 顛 末 書



◎＝落札者　

第　1　回

20,604,200 失格

◎ 20,767,852
22,418,000
22,650,000

入札予定額（円） 23,130,000
最低制限価格（円） 20,611,000

横 浜 市 北 部 方 面 施 設 電 気 設 備 緊 急 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

午 前 9 時 30 分

業　　　者　　　名

平 成 26 年 3 月 13 日

大 口 電 設 株 式 会 社

協 栄 電 機 株 式 会 社

弘 電 工 株 式 会 社

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）
落札者


	4001kekka
	公示用

	4002kekka
	公示用

	4003kekka
	公示用

	4004kekka
	公示用



調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 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チョウタツコウコクハン

																		第　　63　　号																								41,695

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4001

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

		施工場所 セコウバショ										鶴見区内、神奈川区内、西区内又は南区内にある横浜市関連施設

		工事概要 コウジガイヨウ										緊急改修工事
　ライフラインに係わる緊急改修工事
　法令に基づく設備の緊急改修工事
　その他迅速性を要する工事

		工　　期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		3		月 ガツ		31		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										23,130,000										円（消費税及び地方消費税を除く） エンショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成25・26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		経審総合評価 キョウシンソウゴウヒョウカ						７５０点以上 テンイジョウ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						鶴見区内、神奈川区内、西区内又は南区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。

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

												工事期間中のみ配置すること コウジキカンチュウハイチ

												現場代理人は、当公社発注の他工事との兼任を可能とする。 ゲンバダイリニントウコウシャハッチュウタコウジケンニンカノウ

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書 ニュウサツショコウジウチワケショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の入手方法及び期間 セッケイトショニュウシュホウホウオヨキカン										平成 26 年 2 月 25 日(火)　～　平成 26 年 3 月 10 日(月) ヘイセイネンガツニチヒヘイセイネンガツニチゲツ

												公社ホームページよりダウンロード又は総務課契約係にて配布する。 コウシャマタソウムカケイヤクカカリハイフ

												（配布時間９時00分より17時00分ただし正午～13時は除く、また土曜日、 ハイフジカンジフンジフンショウゴジノゾドヨウビ

												日曜日及び祝祭日は除く） ニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												横浜市中区本町3丁目30番地７　横浜平和ビル８階 ヨコハマシナカクホンチョウチョウメバンチヨコハマヘイワカイ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		3		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		12		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） 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ヨコハマヘイワカイ

		開札予定及び
開札場所 カイサツヨテイオヨカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前				9		時 ジ		00		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） 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カイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						しない						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										免除

		建築工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンチクコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										※次頁のとおり
本工事の公告は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 コウジタントウカ										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																		設備課						電気係								電話 デンワ				663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										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																		総務課 ソウムカ						契約係 チギリヤクカカリ								電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4001

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
(1)　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
   当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
　 札金額は一致させること。

(2)  消費税率８％適用に伴う入札金額及び予定価格等の取扱いについて、それぞ
　　れ公告本文（３(6)及び３(8)）に記載があるので留意すること。

(3)  本件工事は平成26年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜市
　　建築保全公社理事会において可決されることによってその効力を生じ、かつ確
　　定するものとする。なお、契約の締結は平成26年4月1日以降とする。

   サツコウエキザイダンホウジン





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						4001						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前 ゴゼン				9		時 ジ		00		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								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																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				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																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設備 セツビ														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												23,130,000																				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																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		31				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										8								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				７５０点以上				区 ク		鶴見、神奈川、西、南																				担当　 タントウ		森本 モリモト										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		4		月 ガツ		1		日 ニチ		（火） カ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		4		月 ガツ		8		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								xxxx																		決定通知： ケッテイツウチ										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		3		月 ガツ		17		日 ニチ

		979				株式会社　江電社 カブシキカイシャエデンシャ																																								鶴見区								1																						区リスト ク										経審総合 キョウシンソウゴウ						７５０点以上

		1035				三沢電機　株式会社																																								西区								2																						鶴見																																				鶴見、神奈川、西、南、表彰者、

		923				京浜電設　株式会社																																								神奈川区								3																						神奈川																																				神奈川、西、南、表彰者、

		949				新興電設工業　株式会社																																								西区								4																						西																																				西、南、表彰者、

		822				強電プラント工事　株式会社																																								神奈川								5																						南																																				南、表彰者、

		974				東洋電装　株式会社																																								鶴見区								6																						表彰者								※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																												表彰者、

		1232				株式会社　シンデン																																								西区								7																						0								※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																												0

		784				熊沢電気　株式会社																																								南区								8																						0																																				0

																																																						9																						0																																				0

																																														0								10																						0																																				0

																																														0								11																						0																																				0

																																														0								12																						0																																				0

																																														0								13																						0																																				0

																																														0								14																						0																																				0

																																														0								15																						0																																				0

																																														0								16																						0																																				0

																																														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



&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

		

		横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

				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		株式会社　江電社		鶴見区		979								20583000

		2		三沢電機　株式会社		西区		1035								19778000

		3		京浜電設　株式会社		神奈川区		923								20522100

		4		新興電設工業　株式会社		西区		949								20800000

		5		強電プラント工事　株式会社		神奈川		822								20514000

		6		東洋電装　株式会社		鶴見区		974								20516400

		7		株式会社　シンデン		西区		1232								20577000

		8		熊沢電気　株式会社		南区		784								20466000

		9		0		0		0								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				4001

		工事名 コウジメイ				横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月13日		午前9時00分

		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		株式会社　江電社

				2		三沢電機　株式会社

				3		京浜電設　株式会社

				4		新興電設工業　株式会社

				5		強電プラント工事　株式会社

				6		東洋電装　株式会社

				7		株式会社　シンデン

				8		熊沢電気　株式会社

				9		0

				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





指名通知書

																																																第 ダイ						4001																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																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

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																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　　

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設備												課 カ						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 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				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												23,130,000														円 エン		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		31				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				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

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積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。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費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。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒ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ヒ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２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払い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ソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・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。 ミツモリ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

																						月 ガツ						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



&C



顛末書

		

		横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事　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

				三沢電機　株式会社						19,778,000		失格 シッカク

				熊沢電気　株式会社						20,466,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社						20,514,000		失格 シッカク

				東洋電装　株式会社						20,516,400		失格 シッカク

				京浜電設　株式会社						20,522,100		失格 シッカク

				株式会社　シンデン						20,577,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						20,583,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社				◎		20,800,000

				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

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,619,200





公示用

		

		横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事　入札顛末書

																平成26年3月13日																								午前9時00分

																																										◎＝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

				三沢電機　株式会社																																				19,778,000		失格 シッカク

				熊沢電気　株式会社																																				20,466,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社																																				20,514,000		失格 シッカク

				東洋電装　株式会社																																				20,516,400		失格 シッカク

				京浜電設　株式会社																																				20,522,100		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																				20,577,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				20,583,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社																																		◎		20,800,000

				0

				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		23,130,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,619,200





Sheet2

		

				横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事　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				新興電設工業　株式会社				◎		20,800,000		0

		2				三沢電機　株式会社				0		19,778,000		失格

		3				熊沢電気　株式会社				0		20,466,000		失格

		4				強電プラント工事　株式会社				0		20,514,000		失格

		5				東洋電装　株式会社				0		20,516,400		失格

		6				京浜電設　株式会社				0		20,522,100		失格

		7				株式会社　シンデン				0		20,577,000		失格

		8				株式会社　江電社				0		20,583,000		失格

		9				0				0		0		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

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,619,200





仮決定

																																平成26年3月13日

		　（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 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

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4001

		件　　　名 ケンメイ						横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

		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   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		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

		＊		41712.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		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		26		年		3		月		17		日		（月） ゲツ		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

		＊		　契約は平成26年４月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチテイケツ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		3		月		17		日

		　　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 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

																				総務課　契約係

		新興電設工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4001

		件　　　名 ケンメイ						横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		22,464,000														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,664,000												】		【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

		　　※　契約は平成26年4月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチ

		　　　　契約書類等は4月１日以降、公社契約係まで受取りにお越しください。 コ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031

																						※　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

																								0





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

		新興電設工業　株式会社

																												様 サマ

																																																				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

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				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																				4001

						2				件名 ケンメイ																				横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年3月13日

						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								26				―		1				―		4001

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

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事

		工 事名 コウコトメイ

																								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

		契約の ケイヤク										新興電設工業　株式会社																								代表取締役　池松　忠彦 ダイケマツタダヒコ

		相手方 アイテカタ

														22,464,000

		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		4				月 ガツ		1				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		4				月 ガツ		8				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		31				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　2　経常費用
　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年3月13日														午前9時00分										業者数 ギョウシャスウ										8						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,664,000

																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

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																新興電設工業　株式会社

																								$20,800,000

																								$22,464,000

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						７５０点以上

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、西、南





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		三沢電機　株式会社		19,778,000

		熊沢電気　株式会社		20,466,000

		強電プラント工事　株式会社		20,514,000

		東洋電装　株式会社		20,516,400

		京浜電設　株式会社		20,522,100

		株式会社　シンデン		20,577,000

		株式会社　江電社		20,583,000

		新興電設工業　株式会社		20,800,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 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チョウタツコウコクハン

																		第　　63　　号																								41,695

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4004

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

		施工場所 セコウバショ										港北区内、緑区内、都筑区内又は青葉区内にある横浜市関連施設

		工事概要 コウジガイヨウ										緊急改修工事
　ライフラインに係わる緊急改修工事
　法令に基づく設備の緊急改修工事
　その他迅速性を要する工事

		工　　期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		3		月 ガツ		31		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										23,130,000										円（消費税及び地方消費税を除く） エンショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成25・26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		経審総合評価 キョウシンソウゴウヒョウカ						７５０点以上 テンイジョウ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						港北区内、緑区内、都筑区内又は青葉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。

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

												工事期間中のみ配置すること コウジキカンチュウハイチ

												現場代理人は、当公社発注の他工事との兼任を可能とする。 ゲンバダイリニントウコウシャハッチュウタコウジケンニンカノウ

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書 ニュウサツショコウジウチワケショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の入手方法及び期間 セッケイトショニュウシュホウホウオヨキカン										平成 26 年 2 月 25 日(火)　～　平成 26 年 3 月 10 日(月) ヘイセイネンガツニチヒヘイセイネンガツニチゲツ

												公社ホームページよりダウンロード又は総務課契約係にて配布する。 コウシャマタソウムカケイヤクカカリハイフ

												（配布時間９時00分より17時00分ただし正午～13時は除く、また土曜日、 ハイフジカンジフンジフンショウゴジノゾドヨウビ

												日曜日及び祝祭日は除く） ニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												横浜市中区本町3丁目30番地７　横浜平和ビル８階 ヨコハマシナカクホンチョウチョウメバンチヨコハマヘイワカイ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		3		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		12		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） 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ヨコハマヘイワカイ

		開札予定及び
開札場所 カイサツヨテイオヨカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前				9		時 ジ		30		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） 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カイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						しない						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										免除

		建築工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンチクコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										※次頁のとおり
本工事の公告は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 コウジタントウカ										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																		設備課						電気係								電話 デンワ				663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										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																		総務課 ソウムカ						契約係 チギリヤクカカリ								電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4004

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
(1)　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
   当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
　 札金額は一致させること。

(2)  消費税率８％適用に伴う入札金額及び予定価格等の取扱いについて、それぞ
　　れ公告本文（３(6)及び３(8)）に記載があるので留意すること。

(3)  本件工事は平成26年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜市
　　建築保全公社理事会において可決されることによってその効力を生じ、かつ確
　　定するものとする。なお、契約の締結は平成26年4月1日以降とする。

   サツコウエキザイダンホウジン





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						4004						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前 ゴゼン				9		時 ジ		30		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								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																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				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																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設備 セツビ														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												23,130,000																				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																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		31				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										4								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				７５０点以上				区 ク		港北、緑、都筑、青葉																				担当　 タントウ		森本 モリモト										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		4		月 ガツ		1		日 ニチ		（火） カ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		25		年 ネン		4		月 ガツ		8		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								xxxx

		777				弘電工　株式会社																																								港北区								1										777												区リスト ク										経審総合 キョウシンソウゴウ						７５０点以上

		841				ナトリ電設　株式会社																																								緑区								2										841												港北																																				港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		806				大口電設　株式会社																																								青葉区								3																						緑																																				緑、都筑、青葉、表彰者、

		782				協栄電機　株式会社																																								都筑区								4																						都筑																																				都筑、青葉、表彰者、

																																														0								5																						青葉																																				青葉、表彰者、

																																														0								6																						表彰者								※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																												表彰者、

																																														0								7																						0								※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																												0

																																														0								8																						0																																				0

																																														0								9																						0																																				0

																																														0								10																						0																																				0

																																														0								11																						0																																				0

																																														0								12																						0																																				0

																																														0								13																						0																																				0

																																														0								14																						0																																				0

																																														0								15																						0																																				0

																																														0								16																						0																																				0

																																														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



&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

		

		横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

				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		弘電工　株式会社		港北区		777								22418000

		2		ナトリ電設　株式会社		緑区		841								22650000

		3		大口電設　株式会社		青葉区		806								20604200

		4		協栄電機　株式会社		都筑区		782								20767852

		5		0		0		0								0

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								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				4004

		工事名 コウジメイ				横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月13日		午前9時30分

		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		弘電工　株式会社

				2		ナトリ電設　株式会社

				3		大口電設　株式会社

				4		協栄電機　株式会社

				5		0

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				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





指名通知書

																																																第 ダイ						4004																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																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

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																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　　

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設備												課 カ						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 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				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												23,130,000														円 エン		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		31				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				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

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積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。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費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。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒ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ヒ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２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払い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ソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・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。 ミツモリ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

																						月 ガツ						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
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顛末書

		

		横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事　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

				大口電設　株式会社						20,604,200		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社				◎		20,767,852

				弘電工　株式会社						22,418,000

				ナトリ電設　株式会社						22,650,000

				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

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,611,000





公示用

		

		横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事　入札顛末書

																平成26年3月13日																								午前9時30分

																																										◎＝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

				大口電設　株式会社																																				20,604,200		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社																																		◎		20,767,852

				弘電工　株式会社																																				22,418,000

				ナトリ電設　株式会社																																				22,650,000

				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

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,611,000





Sheet2

		

				横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事　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				協栄電機　株式会社				◎		20,767,852		0

		2				弘電工　株式会社				0		22,418,000		0

		3				ナトリ電設　株式会社				0		22,650,000		0

		4				大口電設　株式会社				0		20,604,200		失格

		5				0				0		0		0

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		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

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,611,000





仮決定

																																平成26年3月13日

		　（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 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

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4004

		件　　　名 ケンメイ						横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

		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   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		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

		＊		41712.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		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		26		年		3		月		17		日		（月） ゲツ		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

		＊		契約は平成26年４月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチテイケツ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		3		月		17		日

		　　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 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

																				総務課　契約係

		協栄電機　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4004

		件　　　名 ケンメイ						横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		22,429,280														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,661,428												】		【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

		　　　※　契約は平成26年4月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチテイケツ

		　　　　　　契約書類等は4月１日以降、公社契約係まで受取りにお越しください。 コ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031

																						※　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





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

		協栄電機　株式会社

																												様 サマ

																																																				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

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				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																				4004

						2				件名 ケンメイ																				横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年3月13日

						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								26				―		1				―		4004

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

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										横浜市北部方面施設電気設備緊急改修工事

		工 事名 コウコトメイ

																								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

		契約の ケイヤク										協栄電機　株式会社																								代表取締役　　井上　進　 ダイヒョウトリシマリヤクイノウエスス

		相手方 アイテカタ

														22,429,280

		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		4				月 ガツ		1				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		4				月 ガツ		8				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		31				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　2　経常費用
　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年3月13日														午前9時30分										業者数 ギョウシャスウ										4						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,661,428

																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

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																協栄電機　株式会社

																								$20,767,852

																								$22,429,280

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						７５０点以上

														＜選定区＞								港北、緑、都筑、青葉





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		大口電設　株式会社		20,604,200

		協栄電機　株式会社		20,767,852

		弘電工　株式会社		22,418,000

		ナトリ電設　株式会社		22,650,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 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チョウタツコウコクハン

																		第　　63　　号																								41,695

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4003

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

		施工場所 セコウバショ										中区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内にある横浜市関連施設

		工事概要 コウジガイヨウ										緊急改修工事
　ライフラインに係わる緊急改修工事
　法令に基づく設備の緊急改修工事
　その他迅速性を要する工事

		工　　期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		3		月 ガツ		31		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										23,130,000										円（消費税及び地方消費税を除く） エンショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成25・26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		経審総合評価 キョウシンソウゴウヒョウカ						７５０点以上 テンイジョウ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。

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

												工事期間中のみ配置すること コウジキカンチュウハイチ

												現場代理人は、当公社発注の他工事との兼任を可能とする。 ゲンバダイリニントウコウシャハッチュウタコウジケンニンカノウ

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書 ニュウサツショコウジウチワケショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の入手方法及び期間 セッケイトショニュウシュホウホウオヨキカン										平成 26 年 2 月 25 日(火)　～　平成 26 年 3 月 10 日(月) ヘイセイネンガツニチヒヘイセイネンガツニチゲツ

												公社ホームページよりダウンロード又は総務課契約係にて配布する。 コウシャマタソウムカケイヤクカカリハイフ

												（配布時間９時00分より17時00分ただし正午～13時は除く、また土曜日、 ハイフジカンジフンジフンショウゴジノゾドヨウビ

												日曜日及び祝祭日は除く） ニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												横浜市中区本町3丁目30番地７　横浜平和ビル８階 ヨコハマシナカクホンチョウチョウメバンチヨコハマヘイワカイ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		3		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		12		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） 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ヨコハマヘイワカイ

		開札予定及び
開札場所 カイサツヨテイオヨカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前				9		時 ジ		20		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） 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カイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						しない						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										免除

		建築工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンチクコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										※次頁のとおり
本工事の公告は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 コウジタントウカ										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																		設備課						電気係								電話 デンワ				663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										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																		総務課 ソウムカ						契約係 チギリヤクカカリ								電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4003

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
(1)　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
   当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
　 札金額は一致させること。

(2)  消費税率８％適用に伴う入札金額及び予定価格等の取扱いについて、それぞ
　　れ公告本文（３(6)及び３(8)）に記載があるので留意すること。

(3)  本件工事は平成26年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜市
　　建築保全公社理事会において可決されることによってその効力を生じ、かつ確
　　定するものとする。なお、契約の締結は平成26年4月1日以降とする。

   サツコウエキザイダンホウジン





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						4003						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前 ゴゼン				9		時 ジ		20		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								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																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				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																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設備 セツビ														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												23,130,000																				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																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		31				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										3								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				７５０点以上				区 ク		中、港南、磯子、金沢、栄																				担当　 タントウ		森本 モリモト										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		4		月 ガツ		1		日 ニチ		（火） カ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		25		年 ネン		4		月 ガツ		8		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								xxxx

		824				永泰電設　株式会社																																								港南区								1																						区リスト ク										経審総合 キョウシンソウゴウ						７５０点以上

		737				株式会社　興友社																				←資格なし（評点不足） フソク																				磯子区								2																						中																																				中、港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

		799				藤電設工業　株式会社																																								金沢区								3																						港南																																				港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

																																														0								4																						磯子																																				磯子、金沢、栄、表彰者、

																																														0								5																						金沢																																				金沢、栄、表彰者、

																																														0								6																						栄								※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																												栄、表彰者、

																																														0								7																						表彰者								※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																												表彰者、

																																														0								8																						0																																				0

																																														0								9																						0																																				0

																																														0								10																						0																																				0

																																														0								11																						0																																				0

																																														0								12																						0																																				0

																																														0								13																						0																																				0

																																														0								14																						0																																				0

																																														0								15																						0																																				0

																																														0								16																						0																																				0

																																														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



&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

		

		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

				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		永泰電設　株式会社		港南区		824								20500000

		2		株式会社　興友社		磯子区		737								20750000

		3		藤電設工業　株式会社		金沢区		799								20578700

		4		0		0		0								0

		5		0		0		0								0

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								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				4003

		工事名 コウジメイ				横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月13日		午前9時20分

		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		永泰電設　株式会社

				2		株式会社　興友社

				3		藤電設工業　株式会社

				4		0

				5		0

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				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





指名通知書

																																																第 ダイ						4003																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																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

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																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　　

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設備												課 カ						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 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				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												23,130,000														円 エン		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		31				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				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

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積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。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費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。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒ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ヒ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２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払い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ソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・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。 ミツモリ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

																						月 ガツ						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
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顛末書

		

		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事　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

				永泰電設　株式会社						20,500,000		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社						20,578,700		失格 シッカク

				株式会社　興友社				◎		20,750,000

				0
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				0

				0
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				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		23,130,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,592,500





公示用

		

		横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事　入札顛末書

																平成26年3月13日																								午前9時20分

																																										◎＝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

				永泰電設　株式会社																																				20,500,000		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社																																				20,578,700		失格 シッカク

				株式会社　興友社																																		◎		20,750,000

				0

				0
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				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

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,592,500





Sheet2

		

				横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事　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　興友社				◎		20,750,000		0

		2				永泰電設　株式会社				0		20,500,000		失格

		3				藤電設工業　株式会社				0		20,578,700		失格

		4				0				0		0		0

		5				0				0		0		0

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		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

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,592,500





仮決定

																																平成26年3月13日

		　（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 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

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4003

		件　　　名 ケンメイ						横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

		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   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		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

		＊		41712.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		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		26		年		3		月		17		日		（月） ゲツ		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

		＊		　契約は平成26年４月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチテイケツ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		3		月		17		日

		　　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 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

																				総務課　契約係

		株式会社　興友社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4003

		件　　　名 ケンメイ						横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		22,410,000														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,660,000												】		【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

		　　　※　契約は平成26年4月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチテイケツ

		　　　　　　契約書類等は4月１日以降、公社契約係まで受取りにお越しください。 コ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031

																						※　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





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　興友社

																												様 サマ

																																																				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

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				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																				4003

						2				件名 ケンメイ																				横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年3月13日

						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								26				―		1				―		4003

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

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										横浜市南部方面施設電気設備緊急改修工事

		工 事名 コウコトメイ

																								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

		契約の ケイヤク										株式会社　興友社																								代表取締役　谷知　紀雄 ダタニチノリオ

		相手方 アイテカタ

														22,410,000

		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		4				月 ガツ		1				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		4				月 ガツ		8				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		31				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　2　経常費用
　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年3月13日														午前9時20分										業者数 ギョウシャスウ										3						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,660,000

																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

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社　興友社

																								$20,750,000

																								$22,410,000

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						７５０点以上

														＜選定区＞								中、港南、磯子、金沢、栄





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		永泰電設　株式会社		20,500,000

		藤電設工業　株式会社		20,578,700

		株式会社　興友社		20,750,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 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チョウタツコウコクハン

																		第　　63　　号																								41,695

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4002

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

		施工場所 セコウバショ										保土ケ谷区内、旭区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内にある横浜市関連施設

		工事概要 コウジガイヨウ										緊急改修工事
　ライフラインに係わる緊急改修工事
　法令に基づく設備の緊急改修工事
　その他迅速性を要する工事

		工　　期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		3		月 ガツ		31		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										23,130,000										円（消費税及び地方消費税を除く） エンショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成25・26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		経審総合評価 キョウシンソウゴウヒョウカ						７５０点以上 テンイジョウ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						保土ケ谷区内、旭区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。

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

												工事期間中のみ配置すること コウジキカンチュウハイチ

												現場代理人は、当公社発注の他工事との兼任を可能とする。 ゲンバダイリニントウコウシャハッチュウタコウジケンニンカノウ

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書 ニュウサツショコウジウチワケショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の入手方法及び期間 セッケイトショニュウシュホウホウオヨキカン										平成 26 年 2 月 25 日(火)　～　平成 26 年 3 月 10 日(月) ヘイセイネンガツニチヒヘイセイネンガツニチゲツ

												公社ホームページよりダウンロード又は総務課契約係にて配布する。 コウシャマタソウムカケイヤクカカリハイフ

												（配布時間９時00分より17時00分ただし正午～13時は除く、また土曜日、 ハイフジカンジフンジフンショウゴジノゾドヨウビ

												日曜日及び祝祭日は除く） ニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												横浜市中区本町3丁目30番地７　横浜平和ビル８階 ヨコハマシナカクホンチョウチョウメバンチヨコハマヘイワカイ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		3		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		12		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） 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ヨコハマヘイワカイ

		開札予定及び
開札場所 カイサツヨテイオヨカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前				9		時 ジ		10		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） 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カイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						しない						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										免除

		建築工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンチクコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										※次頁のとおり
本工事の公告は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 コウジタントウカ										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																		設備課						電気係								電話 デンワ				663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										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																		総務課 ソウムカ						契約係 チギリヤクカカリ								電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										4002

		工事件名 コウジケンメイ										横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
(1)　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
   当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
　 札金額は一致させること。

(2)  消費税率８％適用に伴う入札金額及び予定価格等の取扱いについて、それぞ
　　れ公告本文（３(6)及び３(8)）に記載があるので留意すること。

(3)  本件工事は平成26年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜市
　　建築保全公社理事会において可決されることによってその効力を生じ、かつ確
　　定するものとする。なお、契約の締結は平成26年4月1日以降とする。

   サツコウエキザイダンホウジン





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						4002						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		13		日 ニチ				午前 ゴゼン				9		時 ジ		10		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								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																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				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																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設備 セツビ														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												23,130,000																				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																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		31				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										5								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				７５０点以上				区 ク		保土ケ谷、旭、戸塚、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		森本 モリモト										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		4		月 ガツ		1		日 ニチ		（火） カ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		25		年 ネン		4		月 ガツ		8		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								xxxx

		941				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								1										941												区リスト ク										経審総合 キョウシンソウゴウ						７５０点以上

		858				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								2										858												保土ケ谷																																				保土ケ谷、旭、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		887				株式会社　横浜電業																																								保土ケ谷区								3																						旭																																				旭、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		929				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								4																						戸塚																																				戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		808				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								5																						泉																																				泉、瀬谷、表彰者、

																																														0								6																						瀬谷								※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																												瀬谷、表彰者、

																																														0								7																						表彰者								※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																												表彰者、

																																														0								8																						0																																				0

																																														0								9																						0																																				0

																																														0								10																						0																																				0

																																														0								11																						0																																				0

																																														0								12																						0																																				0

																																														0								13																						0																																				0

																																														0								14																						0																																				0

																																														0								15																						0																																				0

																																														0								16																						0																																				0

																																														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



&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

		

		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

				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		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		941								20253000

		2		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		858								21900500

		3		株式会社　横浜電業		保土ケ谷区		887								20528000

		4		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		929								22187000

		5		株式会社　斎藤電気商会		泉区		808								20678000

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								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				4002

		工事名 コウジメイ				横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月13日		午前9時10分

		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		尾鈴電気　株式会社

				2		神電設備工業　株式会社

				3		株式会社　横浜電業

				4		会津電業　株式会社

				5		株式会社　斎藤電気商会

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				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





指名通知書

																																																第 ダイ						4002																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																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

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																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　　

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設備												課 カ						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 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				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												23,130,000														円 エン		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		31				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				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

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積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。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費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。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒ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ヒ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２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払い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ソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・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。 ミツモリ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

																						月 ガツ						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



&C



顛末書

		

		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事　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

				尾鈴電気　株式会社						20,253,000		失格 シッカク

				株式会社　横浜電業						20,528,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会				◎		20,678,000

				神電設備工業　株式会社						21,900,500

				会津電業　株式会社						22,187,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0
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				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,594,600





公示用

		

		横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事　入札顛末書

																平成26年3月13日																								午前9時10分

																																										◎＝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

				尾鈴電気　株式会社																																				20,253,000		失格 シッカク

				株式会社　横浜電業																																				20,528,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会																																		◎		20,678,000

				神電設備工業　株式会社																																				21,900,500

				会津電業　株式会社																																				22,187,000

				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

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,594,600





Sheet2

		

				横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事　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　斎藤電気商会				◎		20,678,000		0

		2				神電設備工業　株式会社				0		21,900,500		0

		3				会津電業　株式会社				0		22,187,000		0

		4				尾鈴電気　株式会社				0		20,253,000		失格

		5				株式会社　横浜電業				0		20,528,000		失格

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		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

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		23,130,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,594,600





仮決定

																																平成26年3月13日

		　（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 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

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4002

		件　　　名 ケンメイ						横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

		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   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		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

		＊		41712.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		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		26		年		3		月		17		日		（月） ゲツ		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

		＊		　契約は平成26年４月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチテイケツ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		3		月		17		日

		　　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 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

																				総務課　契約係

		株式会社　斎藤電気商会														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						4002

		件　　　名 ケンメイ						横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		22,332,240														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,654,240												】		【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

		　　　※　契約は平成26年4月１日締結となります。 ケイヤクヘイセイネンガツニチ

		　　　　　　契約書類等は4月１日以降、公社契約係まで受取りにお越しください。 コ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031

																						※　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





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　斎藤電気商会

																												様 サマ

																																																				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

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				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																				4002

						2				件名 ケンメイ																				横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年3月13日

						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								26				―		1				―		4002

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

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										横浜市西部方面施設電気設備緊急改修工事

		工 事名 コウコトメイ

																								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

		契約の ケイヤク										株式会社　斎藤電気商会																								代表取締役　斎藤　和重 ダサイトウカズシゲ

		相手方 アイテカタ

														22,332,240

		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		4				月 ガツ		1				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		4				月 ガツ		8				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		31				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　2　経常費用
　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年3月13日														午前9時10分										業者数 ギョウシャスウ										5						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,654,240

																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

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社　斎藤電気商会

																								$20,678,000

																								$22,332,240

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						７５０点以上

														＜選定区＞								保土ケ谷、旭、戸塚、泉、瀬谷





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		尾鈴電気　株式会社		20,253,000

		株式会社　横浜電業		20,528,000

		株式会社　斎藤電気商会		20,678,000

		神電設備工業　株式会社		21,900,500

		会津電業　株式会社		22,187,000
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