
◎＝落札者　

第　1　回

37,800,000 失格

◎ 41,900,000
42,390,000
43,400,000
45,100,000
45,351,000

入札予定額（円） 45,960,000
最低制限価格（円） 41,242,700

横 浜 吉 田 中 学 校 給 排 水 管 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

興 和 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

相 模 設 備 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

業　　　者　　　名

平 成 26 年 3 月 27 日

太 建 工 業 株 式 会 社

落札者

矢 崎 設 備 工 業 株 式 会 社

午 前 9 時 00 分

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 35,790,000
37,000,000
37,430,000
38,800,000
39,800,000
40,030,000
41,782,000
41,928,000
42,600,000
42,800,000
43,500,000
43,789,000
44,000,000
44,890,000
46,460,000
46,990,000
47,100,000
51,390,000

入札予定額（円） 39,400,000
最低制限価格（円） 35,420,700

川 本 工 業 株 式 会 社

午 前 9 時 10 分

三 光 興 産 株 式 会 社

株 式 会 社 康 栄 社

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

矢 崎 設 備 工 業 株 式 会 社

南 設 備 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 光 電 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

相 模 設 備 工 業 株 式 会 社

落札者

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

神 奈 川 東 京 冷 機 株 式 会 社

株 式 会 社 日 生 設 備

共 栄 産 業 株 式 会 社

泉 公 会 堂 冷 温 水 発 生 機 等 更 新 工 事 入 札 顛 末 書

杉 山 管 工 設 備 株 式 会 社

興 和 工 業 株 式 会 社

三 沢 電 機 株 式 会 社

太 建 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 モ リ ヤ 総 合 設 備

株 式 会 社 ニ ッ セ ツ



◎＝落札者　

第　1　回

21,670,000 失格

◎ 24,780,000
24,900,000
25,300,000
25,650,000
25,800,000
26,015,000
26,517,000
26,790,000
26,800,000
28,711,000
28,800,000
29,160,000

入札予定額（円） 26,740,000
最低制限価格（円） 23,998,700

中 屋 敷 地 区 セ ン タ ー 冷 温 水 発 生 機 等 更 新 工 事 入 札 顛 末 書

三 沢 電 機 株 式 会 社

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

太 建 工 業 株 式 会 社

興 和 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

三 光 興 産 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

平 成 26 年 3 月 27 日

相 模 設 備 工 業 株 式 会 社

落札者

共 栄 産 業 株 式 会 社

神 奈 川 東 京 冷 機 株 式 会 社

矢 崎 設 備 工 業 株 式 会 社

南 設 備 工 業 株 式 会 社

午 前 9 時 20 分

株 式 会 社 ニ ッ セ ツ

株 式 会 社 康 栄 社

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 19,739,000
19,778,800
19,779,400
19,788,000
19,815,300
19,816,000
19,818,000
19,818,000
19,827,000
19,828,700
19,830,100
19,833,000
19,833,100
19,855,200
19,856,000
19,864,100
19,876,500
19,878,300
19,886,400
19,888,800
19,901,203
20,036,000
21,698,000

入札予定額（円） 22,140,000
最低制限価格（円） 19,722,600

有 限 会 社 尚 雲 堂

三 共 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 櫻 井

株 式 会 社 な ご み 建 設

和 同 建 設 株 式 会 社

午 前 9 時 30 分

有 限 会 社 サ ク シ ー ド

株 式 会 社 芳 垣 建 設

株 式 会 社 青 柳 組

株 式 会 社 似 田 貝 建 設

株 式 会 社 栄 幸 建 設

株 式 会 社 な ご み 設 計

株 式 会 社 テ ッ ク

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 本 田 工 務 店

落札者

杜 企 画 株 式 会 社

株 式 会 社 ピ ー フ ァ イ ブ

ア ラ ン 建 設 株 式 会 社

横 浜 ダ イ ワ 株 式 会 社

さ わ の 里 小 学 校 ほ か ２ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

株 式 会 社 ア イ シ ン

株 式 会 社 谷 津 建 設

株 式 会 社 浅 岡 装 飾

業　　　者　　　名

有 限 会 社 エ ス ワ イ シ ー

横 浜 日 建 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 17,105,500
17,115,177
17,122,100
17,135,900
17,139,000
17,148,300
17,158,700
17,158,890
17,158,900
17,168,800
17,172,000
17,175,000
17,175,050
17,180,800
17,180,800
17,183,400
17,185,000
17,194,300
17,205,800
17,206,900
17,209,000
17,213,000
17,216,500
17,218,900
17,418,800
17,688,000
18,550,000

入札予定額（円） 19,190,000
最低制限価格（円） 17,088,200

株 式 会 社 オ キ ナ

石 黒 建 設 株 式 会 社

有 限 会 社 尚 雲 堂

株 式 会 社 三 洋 工 業

株 式 会 社 宮 野 工 務 店

株 式 会 社 サ シ ョ ー

株 式 会 社 栗 原 工 務 店

株 式 会 社 芳 垣 建 設

午 前 9 時 40 分

三 共 建 設 株 式 会 社

上 條 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 坂 口 工 務 店

株 式 会 社 水 野 工 務 店

原 建 設 株 式 会 社

ア ラ ン 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 浅 川 建 設

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

菅 野 建 設 株 式 会 社

落札者

日 進 建 設 株 式 会 社

隅 田 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 大 谷 工 務 店

株 式 会 社 ダ イ イ チ

保 土 ケ 谷 中 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

藤 崎 建 業 株 式 会 社

株 式 会 社 な ご み 建 設

株 式 会 社 谷 津 建 設

有 限 会 社 ナ カ ム ラ 建 工

株 式 会 社 本 田 工 務 店

業　　　者　　　名

株 式 会 社 ピ ー フ ァ イ ブ

株 式 会 社 浅 岡 装 飾



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 17,042,400
17,057,000
17,080,700
17,100,000
17,105,230
17,105,900
17,115,100
17,116,800
17,118,000
17,127,000
17,149,000
17,153,100
17,154,800
17,156,000
17,158,200
17,158,600
17,162,000
17,166,000
17,184,500
17,996,000

入札予定額（円） 19,130,000
最低制限価格（円） 17,031,900

東 野 中 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 栗 原 工 務 店

株 式 会 社 谷 津 建 設

三 武 建 設 株 式 会 社

隅 田 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 三 洋 工 業

坂 本 建 設 株 式 会 社

平 成 26 年 3 月 27 日

日 進 建 設 株 式 会 社

落札者

株 式 会 社 浅 川 建 設

株 式 会 社 ヨ コ テ ッ ク

上 條 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 坂 口 工 務 店

午 前 9 時 50 分

三 共 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 サ シ ョ ー

石 黒 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 芳 垣 建 設

株 式 会 社 大 谷 工 務 店

小 林 建 設 林 産 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

敷 地 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 オ キ ナ

藤 崎 建 業 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

13,558,500 失格

13,954,500 失格

13,976,400 失格

13,980,000 失格

13,983,000 失格

13,994,500 失格

13,996,000 失格

◎ 14,006,800
14,014,800
14,016,200
14,024,500
14,036,000
14,042,000
14,048,000
14,050,000
14,050,000
14,061,800
14,068,100
14,133,000
15,600,000

入札予定額（円） 15,680,000
最低制限価格（円） 14,003,800

老 松 中 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

菅 野 建 設 株 式 会 社

有 限 会 社 カ サ イ

株 式 会 社 清 水 工 務 店

株 式 会 社 横 溝 工 務 店

業　　　者　　　名

株 式 会 社 芳 垣 建 設

株 式 会 社 水 野 工 務 店

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 大 和 建 設

落札者

株 式 会 社 な ご み 設 計

有 限 会 社 ナ カ ム ラ 建 工

株 式 会 社 谷 津 建 設

ア サ ヒ ペ イ ン ト 株 式 会 社

午 前 10 時 00 分

株 式 会 社 テ ッ ク

和 同 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 栄 幸 建 設

株 式 会 社 宮 野 工 務 店

株 式 会 社 ダ イ イ チ

原 建 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 青 柳 組

株 式 会 社 ア ル テ ッ ク

株式会社 スルガ コーポレーシ ョ ン



◎＝落札者　

第　1　回

11,307,380 失格

11,331,000 失格

11,666,000 失格

11,680,600 失格

11,688,000 失格

11,692,200 失格

11,697,400 失格

11,698,000 失格

11,698,300 失格

11,713,000 失格

◎ 11,725,600
11,737,000
11,763,000
11,770,000

入札予定額（円） 13,110,000
最低制限価格（円） 11,718,900

午 前 10 時 10 分

新 栄 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 坂 井 工 務 店

森 田 建 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 大 和 建 設

落札者

有 限 会 社 カ サ イ

株 式 会 社 清 水 工 務 店

小 林 建 設 林 産 株 式 会 社

ア サ ヒ ペ イ ン ト 株 式 会 社

羽 沢 小 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

今 井 建 設 株 式 会 社

蒲 工 株 式 会 社

株 式 会 社 谷 津 建 設

や ま ぶ き 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 芳 垣 建 設

横 浜 塗 装 工 業 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

10,876,000 失格

11,188,000 失格

11,200,000 失格

11,200,400 失格

11,219,700 失格

11,225,000 失格

11,228,700 失格

◎ 11,269,000
11,300,000
11,465,700

入札予定額（円） 12,590,000
最低制限価格（円） 11,232,700

午 前 10 時 20 分

株 式 会 社 坂 井 工 務 店

横 浜 塗 装 工 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

今 井 建 設 株 式 会 社

落札者

株 式 会 社 清 水 工 務 店

株 式 会 社 芳 垣 建 設

松 尾 化 学 工 業 株 式 会 社

矢 向 小 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

蒲 工 株 式 会 社

や ま ぶ き 建 設 株 式 会 社

森 田 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 谷 津 建 設

業　　　者　　　名



◎＝落札者　

第　1　回

23,513,000 失格

◎ 24,145,000
24,169,000
24,195,700
24,220,400
24,222,000
24,240,000
24,253,900
24,261,000
24,266,400
24,284,800
24,296,000
24,322,400
24,323,000
24,337,000
24,353,000
24,374,300
27,030,000

入札予定額（円） 27,080,000
最低制限価格（円） 24,109,400

あ ざ み 野 中 学 校 ほ か ２ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 清 水 工 務 店

株 式 会 社 栗 原 工 務 店

森 田 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 谷 津 建 設

業　　　者　　　名

小 林 建 設 林 産 株 式 会 社

株 式 会 社 マ ツ オ ホ ー ム

平 成 26 年 3 月 27 日

今 井 建 設 株 式 会 社

落札者

蒲 工 株 式 会 社

株 式 会 社 浅 川 建 設

石 黒 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 横 溝 工 務 店

午 前 10 時 30 分

三 武 建 設 株 式 会 社

横 浜 塗 装 工 業 株 式 会 社

三 共 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 芳 垣 建 設

株 式 会 社 川 上 工 務 店

株 式 会 社 坂 口 工 務 店

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 大 勝



◎＝落札者　

第　1　回

19,440,000 失格

◎ 20,026,000
20,044,600
20,055,000
20,078,000
20,099,000
20,108,000
20,119,200
20,120,000
20,142,300
20,144,000
20,149,300
20,157,000
20,200,000

入札予定額（円） 22,460,000
最低制限価格（円） 20,018,700

日 吉 台 西 中 学 校 ほ か ２ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 清 水 工 務 店

株 式 会 社 谷 津 建 設

蒲 工 株 式 会 社

三 武 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

三 共 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 マ ツ オ ホ ー ム

平 成 26 年 3 月 27 日

今 井 建 設 株 式 会 社

落札者

や ま ぶ き 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 横 溝 工 務 店

森 田 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 芳 垣 建 設

午 前 10 時 40 分

横 浜 塗 装 工 業 株 式 会 社

小 林 建 設 林 産 株 式 会 社

株 式 会 社 川 上 工 務 店

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 19,939,000
19,952,500
19,963,500
19,974,400
19,993,600
20,020,000
20,021,150
20,027,050
20,027,860
20,028,800
20,029,000
20,033,900
20,035,000
20,038,600
20,038,700
20,039,800
20,043,000
20,052,000
20,066,100
20,070,400
20,076,800
20,085,800
20,088,000
20,105,000
20,106,200
20,107,945
21,952,000

入札予定額（円） 22,370,000
最低制限価格（円） 19,929,400

上 條 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 芳 垣 建 設

株 式 会 社 似 田 貝 建 設

株 式 会 社 サ シ ョ ー

坂 本 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 櫻 井

株 式 会 社 な ご み 建 設

有 限 会 社 尚 雲 堂

午 前 10 時 50 分

株 式 会 社 宮 野 工 務 店

ア ラ ン 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 ヨ コ テ ッ ク

株 式 会 社 ダ イ イ チ

有 限 会 社 ナ カ ム ラ 建 工

株 式 会 社 浅 岡 装 飾

原 建 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 本 田 工 務 店

落札者

株 式 会 社 ピ ー フ ァ イ ブ

隅 田 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

三 共 建 設 株 式 会 社

汲 沢 小 学 校 ほ か ２ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

藤 崎 建 業 株 式 会 社

株 式 会 社 ア イ シ ン

菅 野 建 設 株 式 会 社

日 進 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 谷 津 建 設

業　　　者　　　名

横 浜 ダ イ ワ 株 式 会 社

株 式 会 社 水 野 工 務 店



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 15,317,000
15,325,000
15,333,500
15,337,900
15,373,900
15,384,650
15,392,000
15,393,200
15,398,130
15,399,000
15,406,300
15,406,800
15,410,200
15,411,000
15,424,000
15,425,000
15,429,100
15,429,800
15,436,900
15,440,500
15,444,000
15,955,000

入札予定額（円） 17,220,000
最低制限価格（円） 15,305,800

坂 本 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 坂 口 工 務 店

株 式 会 社 三 洋 工 業

石 黒 建 設 株 式 会 社

藤 崎 建 業 株 式 会 社

午 前 11 時 00 分

株 式 会 社 芳 垣 建 設

株 式 会 社 水 野 工 務 店

上 條 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 宮 野 工 務 店

株 式 会 社 ダ イ イ チ

原 建 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 栗 原 工 務 店

落札者

隅 田 建 設 株 式 会 社

有 限 会 社 竣 光 電 設

株 式 会 社 ヨ コ テ ッ ク

株 式 会 社 大 谷 工 務 店

岡 津 小 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 黒 崎 工 務 店

菅 野 建 設 株 式 会 社

日 進 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 浅 川 建 設

業　　　者　　　名

有 限 会 社 ナ カ ム ラ 建 工

株 式 会 社 谷 津 建 設



◎＝落札者　

第　1　回

12,388,000 失格

13,557,900 失格

14,972,200 失格

14,999,000 辞退

◎ 15,000,100
15,004,200
15,008,000
15,008,700
15,014,900
15,020,000
15,024,000
15,050,000
15,052,300
15,063,000
15,067,400
15,068,701
15,071,000
15,073,400
15,084,200
15,087,000
15,090,800
15,091,000
15,098,000
15,275,400

入札予定額（円） 16,820,000
最低制限価格（円） 14,998,300

富 岡 東 中 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

柏 原 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 タ モ ツ 工 業

株 式 会 社 本 田 工 務 店

有 限 会 社 エ ス ワ イ シ ー

業　　　者　　　名

株 式 会 社 ピ ー フ ァ イ ブ

株 式 会 社 似 田 貝 建 設

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

落札者

有 限 会 社 尚 雲 堂

ア ラ ン 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 な ご み 設 計

杜 企 画 株 式 会 社

午 前 11 時 10 分

有 限 会 社 サ ク シ ー ド

横 浜 日 建 株 式 会 社

株 式 会 社 な ご み 建 設

和 同 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 芳 垣 建 設

株 式 会 社 谷 津 建 設

横 浜 ダ イ ワ 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

藤 建 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 栄 幸 建 設

株 式 会 社 ア ル テ ッ ク

株 式 会 社 青 柳 組

株 式 会 社 リ ニ ュ ー ア ル よ こ は ま

株 式 会 社 テ ッ ク



◎＝落札者　

第　1　回

11,962,900 失格

12,299,000 失格

12,344,300 失格

12,345,200 失格

12,346,200 失格

12,354,300 失格

12,355,400 失格

12,358,700 失格

12,362,300 失格

12,366,180 失格

12,371,100 失格

12,373,900 失格

12,376,800 失格

◎ 12,384,245
12,386,200
12,392,800
12,405,000
12,414,000
12,420,000
12,718,000
15,018,800

入札予定額（円） 13,870,000
最低制限価格（円） 12,379,800

相 武 山 小 学 校 ほ か １ 校 水 泳 プ ー ル 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 本 田 工 務 店

株 式 会 社 リ ニ ュ ー ア ル よ こ は ま

有 限 会 社 尚 雲 堂

株 式 会 社 タ モ ツ 工 業

業　　　者　　　名

柏 原 建 設 株 式 会 社

横 浜 ダ イ ワ 株 式 会 社

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 大 和 建 設

落札者

日 進 建 設 株 式 会 社

ア ラ ン 建 設 株 式 会 社

隅 田 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 谷 津 建 設

午 前 11 時 20 分

株 式 会 社 似 田 貝 建 設

上 條 建 設 株 式 会 社

ア サ ヒ ペ イ ン ト 株 式 会 社

株 式 会 社 な ご み 建 設

有 限 会 社 エ ス ワ イ シ ー

有 限 会 社 カ サ イ

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 ピ ー フ ァ イ ブ

株 式 会 社 芳 垣 建 設

有 限 会 社 サ ク シ ー ド

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店



◎＝落札者　

第　1　回

15,658,000 失格

15,664,000 失格

◎ 15,673,000
15,677,000
15,709,000
15,746,000
15,810,000
15,811,000
15,844,700
15,849,500
15,850,000
15,870,000
15,876,500
15,880,800
15,893,000
16,168,000
17,000,000

入札予定額（円） 17,670,000
最低制限価格（円） 15,669,600

午 前 11 時 30 分

株 式 会 社 東 伸

関 東 工 業 株 式 会 社

南 海 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 佐 藤 設 備 工 業 所

太 建 工 業 株 式 会 社

豊 正 工 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 司 工 事

落札者

富 田 屋 管 工 株 式 会 社

有 限 会 社 柴 田 工 務 店

株 式 会 社 京 浜 設 備 工 業 所

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

三 ツ 沢 小 学 校 ほ か ２ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 政 和 工 業 所

株 式 会 社 今 野 設 備

株 式 会 社 田 中 ポ ン プ 製 作 所

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

業　　　者　　　名

有 限 会 社 海 藤 住 建

株 式 会 社 力 設 備



◎＝落札者　

第　1　回

15,759,400 失格

15,810,000 失格

15,814,950 失格

15,837,200 失格

15,845,000 失格

15,851,000 失格

15,854,500 失格

15,858,000 失格

15,865,000 失格

15,867,200 失格

15,868,000 失格

15,869,000 失格

15,893,000 失格

◎ 15,906,000
15,940,000
15,943,700
16,046,800
16,048,000
16,050,000
16,073,000
16,261,000
17,700,000

入札予定額（円） 17,870,000
最低制限価格（円） 15,895,800

青 葉 台 中 学 校 ほ か ２ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

クリスタルエンジニアリング 株式会社

株 式 会 社 司 工 事

株 式 会 社 イ エ ス

業　　　者　　　名

根 本 設 備 株 式 会 社

有 限 会 社 鈴 木 商 店

平 成 26 年 3 月 27 日

有 限 会 社 イ ワ ッ ク

落札者

興 和 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 相 設

ア ク ア テ ッ ク 株 式 会 社

永 野 工 業 株 式 会 社

午 前 11 時 40 分

三 誠 ジ ュ ー キ 株 式 会 社

関 戸 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 小 松 工 業

株 式 会 社 高 栄 設 備 工 業

株 式 会 社 田 中 ポ ン プ 製 作 所

親 亜 有 限 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 シ ン サ ナ ミ

株 式 会 社 ケ イ セ ツ

株 式 会 社 東 伸

関 東 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 海 藤 住 建



◎＝落札者　

第　1　回

14,300,000 失格

14,351,500 無効

14,372,700 失格

◎ 14,416,000
14,425,000
14,440,000
14,474,000
14,501,000
14,528,000
14,534,000
14,542,000
14,549,000
14,587,500
14,590,770

入札予定額（円） 16,230,000
最低制限価格（円） 14,400,700

午 前 11 時 50 分

豊 正 工 業 株 式 会 社

アーバン・エンジニアーズ 株式会社

株 式 会 社 康 栄 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

落札者

南 海 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

株 式 会 社 日 本 工 業 所

三 和 工 業 株 式 会 社

東 小 学 校 ほ か ２ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 シ ー エ ス ワ ン

株 式 会 社 司 工 事

矢 崎 設 備 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 イ シ ケ ン

業　　　者　　　名

株 式会社 ア ク ト エ ン ジ ニ ア リ ン グ

田 中 産 商 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

9,865,000 失格

9,930,100 失格

9,936,900 失格

9,965,200 失格

9,976,300 失格

9,993,800 失格

◎ 9,998,000
10,020,000
10,041,000
10,044,000
10,046,000
10,053,000
10,059,000
10,088,000
10,088,800
10,130,000

入札予定額（円） 11,260,000
最低制限価格（円） 9,996,000

午 後 1 時 00 分

紘 永 工 業 株 式 会 社

相 模 サ ー ビ ス 株 式 会 社

田 中 産 商 株 式 会 社

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

アーバン・エンジニアーズ 株式会社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 イ シ ケ ン

落札者

根 本 設 備 株 式 会 社

矢 崎 設 備 工 業 株 式 会 社

南 海 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 康 栄 社

桜 岡 小 学 校 ほ か １ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 イ ワ ッ ク

株 式 会 社 シ ー エ ス ワ ン

株 式 会 社 司 工 事

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

業　　　者　　　名

株 式 会 社 日 本 工 業 所

株式会社 ア ク ト エ ン ジ ニ ア リ ン グ



◎＝落札者　

第　1　回

9,855,000 失格

9,863,300 失格

9,873,500 失格

9,878,900 失格

9,901,200 失格

◎ 9,922,000
9,934,000
9,938,000
9,941,700
9,943,000
9,946,000
9,956,000
10,005,000
10,035,000

入札予定額（円） 11,150,000
最低制限価格（円） 9,908,400

さ わ の 里 小 学 校 ほ か １ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 司 工 事

株 式 会 社 シ ー エ ス ワ ン

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

ア オ キ 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 日 本 工 業 所

髙 和 管 設 株 式 会 社

平 成 26 年 3 月 27 日

株 式 会 社 イ シ ケ ン

落札者

矢 崎 設 備 工 業 株 式 会 社

株式会社 ア ク ト エ ン ジ ニ ア リ ン グ

アーバン・エンジニアーズ 株式会社

株 式 会 社 康 栄 社

午 後 1 時 10 分

田 中 産 商 株 式 会 社

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

株 式 会 社 金 子 産 商 湘 南

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

9,657,000 失格

9,674,400 失格

9,687,900 失格

9,714,000 失格

9,719,400 失格

9,736,000 失格

◎ 9,751,800
9,760,000
9,788,000
9,790,000
9,792,000
9,825,800
9,829,000
9,835,500
9,856,500
9,860,000
9,880,000

入札予定額（円） 10,970,000
最低制限価格（円） 9,740,700

稲 荷 台 小 学 校 ほ か １ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 イ ワ ッ ク

株 式 会 社 司 工 事

有 限 会 社 柴 田 工 務 店

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

業　　　者　　　名

豊 正 工 業 株 式 会 社

三 和 工 業 株 式 会 社

平 成 26 年 3 月 27 日

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

落札者

根 本 設 備 株 式 会 社

南 海 工 業 株 式 会 社

太 建 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 日 本 工 業 所

午 後 1 時 20 分

株 式 会 社 力 設 備

田 中 産 商 株 式 会 社

相 模 サ ー ビ ス 株 式 会 社

株 式 会 社 京 浜 設 備 工 業 所

有 限 会 社 佐 藤 設 備 工 業 所

富 田 屋 管 工 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

9,325,000 失格

9,348,000 失格

9,411,000 失格

9,472,000 失格

9,482,000 失格

9,494,000 失格

9,500,000 失格

9,510,900 失格

9,511,000 失格

9,511,000 失格

9,514,000 失格

9,533,000 失格

◎ 9,538,000
9,540,800
9,549,900
9,557,000
9,600,000
9,605,600
9,608,000
9,616,600
9,700,000
9,862,000

入札予定額（円） 10,720,000
最低制限価格（円） 9,534,500

紘 永 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 シ ン サ ナ ミ

株 式 会 社 小 松 工 業

田 中 産 商 株 式 会 社

関 東 工 業 株 式 会 社

午 後 1 時 30 分

株 式 会 社 ニ ッ セ ツ

三 誠 ジ ュ ー キ 株 式 会 社

株 式 会 社 ケ イ セ ツ

株 式 会 社 モ リ ヤ 総 合 設 備

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

株 式 会 社 相 設

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

永 野 工 業 株 式 会 社

落札者

興 和 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 田 中 ポ ン プ 製 作 所

株 式 会 社 日 生 設 備

ア ク ア テ ッ ク 株 式 会 社

上 川 井 小 学 校 ほ か １ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

関 戸 工 業 株 式 会 社

親 亜 有 限 会 社

株 式 会 社 イ エ ス

株 式 会 社 司 工 事

業　　　者　　　名

株 式 会 社 高 栄 設 備 工 業

南 海 工 業 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

8,995,000 失格

9,060,153 失格

9,234,600 失格

9,251,000 失格

9,258,900 失格

9,265,000 失格

9,266,000 失格

9,273,000 失格

9,276,000 失格

9,278,500 失格

9,289,100 失格

◎ 9,296,000
9,297,000
9,306,000
9,307,000
9,308,000
9,334,000
9,337,700
9,360,000
9,363,000
9,380,000
9,407,500
9,421,000
9,500,000
9,611,000
9,740,000

入札予定額（円） 10,470,000
最低制限価格（円） 9,292,300

い ぶ き 野 小 学 校 ほ か １ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

クリスタルエンジニアリング 株式会社

関 戸 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 イ エ ス

株 式 会 社 司 工 事

業　　　者　　　名

親 亜 有 限 会 社

永 野 工 業 株 式 会 社

平 成 26 年 3 月 27 日

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

落札者

有 限 会 社 柴 田 工 務 店

有 限 会 社 鈴 木 商 店

興 和 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 田 中 ポ ン プ 製 作 所

午 後 1 時 40 分

株 式 会 社 京 浜 設 備 工 業 所

ア ク ア テ ッ ク 株 式 会 社

株 式 会 社 相 設

三 誠 ジ ュ ー キ 株 式 会 社

株 式 会 社 高 栄 設 備 工 業

株 式 会 社 今 野 設 備

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

入札額（消費税を除く）（円）

関 東 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 佐 藤 設 備 工 業 所

太 建 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 小 松 工 業

株 式 会 社 ケ イ セ ツ

有 限 会 社 海 藤 住 建

富 田 屋 管 工 株 式 会 社

株 式 会 社 力 設 備



◎＝落札者　

第　1　回

8,657,673 失格

8,714,000 失格

8,862,000 失格

8,870,300 失格

◎ 8,877,000
8,882,500
8,882,800
8,885,000
8,898,800
8,899,000
8,905,600
8,915,600
8,918,000
8,926,000
8,942,000
8,950,000
8,988,000
8,994,000
9,021,000
9,027,000
9,227,000
9,400,000

入札予定額（円） 10,030,000
最低制限価格（円） 8,871,800

株 式 会 社 小 松 工 業

株 式 会 社 東 伸

株 式 会 社 ケ イ セ ツ

関 東 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

午 後 1 時 50 分

三 誠 ジ ュ ー キ 株 式 会 社

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

株 式 会 社 シ ン サ ナ ミ

永 野 工 業 株 式 会 社

興 和 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 田 中 ポ ン プ 製 作 所

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 3 月 27 日

クリスタルエンジニアリング 株式会社

落札者

有 限 会 社 鈴 木 商 店

親 亜 有 限 会 社

株 式 会 社 日 生 設 備

株 式 会 社 高 栄 設 備 工 業

谷 本 小 学 校 ほ か １ 校 プ ー ル 循 環 器 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

関 戸 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 イ エ ス

株 式 会 社 司 工 事

株 式 会 社 今 野 設 備

業　　　者　　　名

ア ク ア テ ッ ク 株 式 会 社

株 式 会 社 相 設


	2001
	公示用

	2002
	公示用

	2003
	公示用

	2004
	公示用

	2005
	公示用

	2006
	公示用

	2007
	公示用

	2008
	公示用

	2009
	公示用

	2010
	公示用

	2011
	公示用

	2012
	公示用

	2013
	公示用

	2014
	公示用

	2015
	公示用

	2016
	公示用

	2017
	公示用

	2018
	公示用

	2019
	公示用

	2020
	公示用

	2021
	公示用

	2022
	公示用

	2023
	公示用

	2024
	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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2022

		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										上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										旭区上川井町２９１３番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　上川井小学校    砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　万騎が原小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$10,720,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにのいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（株）アイ・テック														・		東洋製図工業（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午後				1		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2022

		工事件名 コウジケンメイ										上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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												上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2022						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		27		日 ニチ				午後				1		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														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														663-8032																				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												10,720,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										22								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		旭、緑、戸塚、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		林 ハヤシ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　イエス																																								旭区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				永野工業　株式会社																																								旭区								2																						旭						Ａ																														旭、緑、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								瀬谷区								3																						緑						Ｂ																														緑、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　シンサナミ																																								旭区								4																						戸塚																																				戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				親亜　有限会社																																								旭区								5																						泉																																				泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ケイセツ																																								瀬谷区								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、

		B				株式会社　相設																																								瀬谷区								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、

		A				株式会社　日生設備																																								瀬谷区								8																						0																																				0

		B				アクアテック　株式会社																																								瀬谷区								9																						0																																				0

		B				関東工業　株式会社																																								緑区								10																						0																																				0

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								11																						0																																				0

		A				株式会社　司工事																																								表彰者								12																						0																																				0

		B				紘永工業　株式会社																																								戸塚区								13																						0																																				0

		A				株式会社　ニッセツ																																								泉区								14																						0																																				0

		B				有限会社　はま設備工業																																								表彰者								15																						0																																				0

		A				南海工業　株式会社																																								表彰者								16																						0																																				0

		B				関戸工業　株式会社																																								瀬谷区								17

		A				株式会社　モリヤ総合設備																																								泉区								18

		B				株式会社　田中ポンプ製作所																																								緑区								19

		B				株式会社　高栄設備工業																																								瀬谷区								20

		B				田中産商　株式会社																																								表彰者								21

		B				三誠ジューキ　株式会社																																								旭区								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

				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　イエス		旭区		B								9472000

		2		永野工業　株式会社		旭区		B								9325000

		3		株式会社　小松工業		瀬谷区		A								9616600

		4		株式会社　シンサナミ		旭区		A								9608000

		5		親亜　有限会社		旭区		B								9411000

		6		株式会社　ケイセツ		瀬谷区		B								9600000

		7		株式会社　相設		瀬谷区		B								9511000

		8		株式会社　日生設備		瀬谷区		A								9511000

		9		アクアテック　株式会社		瀬谷区		B								9514000

		10		関東工業　株式会社		緑区		B								9862000

		11		興和工業　株式会社		旭区		A								9494000

		12		株式会社　司工事		表彰者		A								9482000

		13		紘永工業　株式会社		戸塚区		B								9605600

		14		株式会社　ニッセツ		泉区		A								9549900

		15		有限会社　はま設備工業		表彰者		B								9500000

		16		南海工業　株式会社		表彰者		A								9538000

		17		関戸工業　株式会社		瀬谷区		B								9348000

		18		株式会社　モリヤ総合設備		泉区		A								9540800

		19		株式会社　田中ポンプ製作所		緑区		B								9510900

		20		株式会社　高栄設備工業		瀬谷区		B								9533000

		21		田中産商　株式会社		表彰者		B								9700000

		22		三誠ジューキ　株式会社		旭区		B								9557000

		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				2022

		工事名 コウジメイ				上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午後1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		株式会社　イエス

				2		永野工業　株式会社

				3		株式会社　小松工業

				4		株式会社　シンサナミ

				5		親亜　有限会社

				6		株式会社　ケイセツ

				7		株式会社　相設

				8		株式会社　日生設備

				9		アクアテック　株式会社

				10		関東工業　株式会社

				11		興和工業　株式会社

				12		株式会社　司工事

				13		紘永工業　株式会社

				14		株式会社　ニッセツ

				15		有限会社　はま設備工業

				16		南海工業　株式会社

				17		関戸工業　株式会社

				18		株式会社　モリヤ総合設備

				19		株式会社　田中ポンプ製作所

				20		株式会社　高栄設備工業

				21		田中産商　株式会社

				22		三誠ジューキ　株式会社

				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						2022																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														上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												10,720,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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

		

		上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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

				永野工業　株式会社						9,325,000		失格 シッカク

				関戸工業　株式会社						9,348,000		失格 シッカク

				親亜　有限会社						9,411,000		失格 シッカク

				株式会社　イエス						9,472,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事						9,482,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社						9,494,000		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業						9,500,000		失格 シッカク

				株式会社　田中ポンプ製作所						9,510,900		失格 シッカク

				株式会社　相設						9,511,000		失格 シッカク

				株式会社　日生設備						9,511,000		失格 シッカク

				アクアテック　株式会社						9,514,000		失格 シッカク

				株式会社　高栄設備工業						9,533,000		失格 シッカク

				南海工業　株式会社				◎		9,538,000

				株式会社　モリヤ総合設備						9,540,800

				株式会社　ニッセツ						9,549,900

				三誠ジューキ　株式会社						9,557,000

				株式会社　ケイセツ						9,600,000

				紘永工業　株式会社						9,605,600

				株式会社　シンサナミ						9,608,000

				株式会社　小松工業						9,616,600

				田中産商　株式会社						9,700,000

				関東工業　株式会社						9,862,000

				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		10,720,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,534,500





公示用

		

		上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午後1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

				永野工業　株式会社																																				9,325,000		失格 シッカク

				関戸工業　株式会社																																				9,348,000		失格 シッカク

				親亜　有限会社																																				9,411,000		失格 シッカク

				株式会社　イエス																																				9,472,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事																																				9,482,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社																																				9,494,000		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業																																				9,500,000		失格 シッカク

				株式会社　田中ポンプ製作所																																				9,510,900		失格 シッカク

				株式会社　相設																																				9,511,000		失格 シッカク

				株式会社　日生設備																																				9,511,000		失格 シッカク

				アクアテック　株式会社																																				9,514,000		失格 シッカク

				株式会社　高栄設備工業																																				9,533,000		失格 シッカク

				南海工業　株式会社																																		◎		9,538,000

				株式会社　モリヤ総合設備																																				9,540,800

				株式会社　ニッセツ																																				9,549,900

				三誠ジューキ　株式会社																																				9,557,000

				株式会社　ケイセツ																																				9,600,000

				紘永工業　株式会社																																				9,605,600

				株式会社　シンサナミ																																				9,608,000

				株式会社　小松工業																																				9,616,600

				田中産商　株式会社																																				9,700,000

				関東工業　株式会社																																				9,862,000

				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		10,720,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,534,500





Sheet2

		

				上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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				南海工業　株式会社				◎		9,538,000		0

		2				株式会社　モリヤ総合設備				0		9,540,800		0

		3				株式会社　ニッセツ				0		9,549,900		0

		4				三誠ジューキ　株式会社				0		9,557,000		0

		5				株式会社　ケイセツ				0		9,600,000		0

		6				紘永工業　株式会社				0		9,605,600		0

		7				株式会社　シンサナミ				0		9,608,000		0

		8				株式会社　小松工業				0		9,616,600		0

		9				田中産商　株式会社				0		9,700,000		0

		10				関東工業　株式会社				0		9,862,000		0

		11				永野工業　株式会社				0		9,325,000		失格

		12				関戸工業　株式会社				0		9,348,000		失格

		13				親亜　有限会社				0		9,411,000		失格

		14				株式会社　イエス				0		9,472,000		失格

		15				株式会社　司工事				0		9,482,000		失格

		16				興和工業　株式会社				0		9,494,000		失格

		17				有限会社　はま設備工業				0		9,500,000		失格

		18				株式会社　田中ポンプ製作所				0		9,510,900		失格

		19				株式会社　相設				0		9,511,000		失格

		20				株式会社　日生設備				0		9,511,000		失格

		21				アクアテック　株式会社				0		9,514,000		失格

		22				株式会社　高栄設備工業				0		9,533,000		失格

		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		10,720,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,534,500





仮決定

																																平成26年3月27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						2022

		件　　　名 ケンメイ						上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				林

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		南海工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2022

		件　　　名 ケンメイ						上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		10,301,040														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								763,040												】		【収入印紙代  ￥								5,000						】

		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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				林

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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

		南海工業　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																				2022

						2				件名 ケンメイ																				上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2022

																						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

										上川井小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										南海工業　株式会社																								代表取締役　　安室　昌子 ダイヒョウトリシマリヤクヤスムロマサコ

		相手方 アイテカタ

														10,301,040

		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		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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27日														午後1時30分										業者数 ギョウシャスウ										22						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$763,040

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\5,000

		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																南海工業　株式会社

																								$9,538,000

																								$10,301,040

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								旭、緑、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

		永野工業　株式会社		9,325,000

		関戸工業　株式会社		9,348,000

		親亜　有限会社		9,411,000

		株式会社　イエス		9,472,000

		株式会社　司工事		9,482,000

		興和工業　株式会社		9,494,000

		有限会社　はま設備工業		9,500,000

		株式会社　田中ポンプ製作所		9,510,900

		株式会社　相設		9,511,000

		株式会社　日生設備		9,511,000

		アクアテック　株式会社		9,514,000

		株式会社　高栄設備工業		9,533,000

		南海工業　株式会社		9,538,000

		株式会社　モリヤ総合設備		9,540,800

		株式会社　ニッセツ		9,549,900

		三誠ジューキ　株式会社		9,557,000

		株式会社　ケイセツ		9,600,000

		紘永工業　株式会社		9,605,600

		株式会社　シンサナミ		9,608,000

		株式会社　小松工業		9,616,600

		田中産商　株式会社		9,700,000

		関東工業　株式会社		9,862,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2003

		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										中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

		施工場所 セコウバショ										瀬谷区中屋敷二丁目１８番地６

		工事概要 コウジガイヨウ										吸収式冷温水発生機撤去工事 
　（冷房能力140USRT 暖房能力344,500kcal/h）１台
吸収式冷温水発生機工事 
　（冷房能力140USRT 暖房能力 430ｋW）１台
冷温水ポンプ→インバーター化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記に伴う配管工事、ガス工事、電気工事

		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														26		年 ネン		7		月 ガツ		31		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										開札後に公表												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ

				3		登録細目 トウロクサイモク						冷暖房設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						なし

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に専任配置すること。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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										文庫写真館														・		（有）リバーストン

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2003

		工事件名 コウジケンメイ										中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

		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												中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2003						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		27		日 ニチ				午前				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														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														663-8032																				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												開札後に公表																				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				26				年 ネン		7				月 ガツ		31				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										13								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				管						細目 サイモク				冷暖房設備工事						ランク				Ａ				区 ク		市内全区																				担当　 タントウ		林 ハヤシ										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								？

		A				三光興産　株式会社																																								保土ケ谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						建築局 ケンチクキョク

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								2																						0						Ａ																														0

		A				株式会社　ニッセツ																																								泉区								3																						0						0																														0

		A				株式会社　康栄社 ヤスエイシャ																																								磯子区								4																						0																																				0

		A				相模設備工業　株式会社																																								中区								5																						0																																				0

		A				神奈川東京冷機　株式会社																																								中区								6																						0								※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																												0

		A				矢崎設備工業　株式会社																																								港南区								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

		A				共栄産業　株式会社																																								港南区								8																						0																																				0

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								9																						0																																				0

		A				有限会社　佐藤工業所																																								港北区								10																						0																																				0

		A				太建工業　株式会社																																								神奈川区								11																						0																																				0

		A				南設備工業　株式会社																																								南区								12																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								13																						0																																				0

		0																																												0								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

				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		三光興産　株式会社		保土ケ谷区		A								28800000

		2		興和工業　株式会社		旭区		A								25650000

		3		株式会社　ニッセツ		泉区		A								26015000

		4		株式会社　康栄社		磯子区		A								26790000

		5		相模設備工業　株式会社		中区		A								21670000

		6		神奈川東京冷機　株式会社		中区		A								26517000

		7		矢崎設備工業　株式会社		港南区		A								26800000

		8		共栄産業　株式会社		港南区		A								25800000

		9		三沢電機　株式会社		西区		A								24780000

		10		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								24900000

		11		太建工業　株式会社		神奈川区		A								25300000

		12		南設備工業　株式会社		南区		A								28711000

		13		株式会社　神奈川産業		南区		A								29160000

		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				2003

		工事名 コウジメイ				中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27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		三光興産　株式会社

				2		興和工業　株式会社

				3		株式会社　ニッセツ

				4		株式会社　康栄社

				5		相模設備工業　株式会社

				6		神奈川東京冷機　株式会社

				7		矢崎設備工業　株式会社

				8		共栄産業　株式会社

				9		三沢電機　株式会社

				10		有限会社　佐藤工業所

				11		太建工業　株式会社

				12		南設備工業　株式会社

				13		株式会社　神奈川産業

				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						2003																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														中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事																																										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

																				663-8032																																				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												開札後に公表														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				26				年 ネン		7				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

		

		中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事　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

				相模設備工業　株式会社						21,670,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社				◎		24,780,000

				有限会社　佐藤工業所						24,900,000

				太建工業　株式会社						25,300,000

				興和工業　株式会社						25,650,000

				共栄産業　株式会社						25,800,000

				株式会社　ニッセツ						26,015,000

				神奈川東京冷機　株式会社						26,517,000

				株式会社　康栄社						26,790,000

				矢崎設備工業　株式会社						26,800,000

				南設備工業　株式会社						28,711,000

				三光興産　株式会社						28,800,000

				株式会社　神奈川産業						29,160,000

				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		26,740,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,998,700





公示用

		

		中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事　入札顛末書

																平成26年3月27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

				相模設備工業　株式会社																																				21,670,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社																																		◎		24,780,000

				有限会社　佐藤工業所																																				24,900,000

				太建工業　株式会社																																				25,300,000

				興和工業　株式会社																																				25,650,000

				共栄産業　株式会社																																				25,800,000

				株式会社　ニッセツ																																				26,015,000

				神奈川東京冷機　株式会社																																				26,517,000

				株式会社　康栄社																																				26,790,000

				矢崎設備工業　株式会社																																				26,800,000

				南設備工業　株式会社																																				28,711,000

				三光興産　株式会社																																				28,800,000

				株式会社　神奈川産業																																				29,160,000

				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		26,740,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,998,700





Sheet2

		

				中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事　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				三沢電機　株式会社				◎		24,780,000		0

		2				有限会社　佐藤工業所				0		24,900,000		0

		3				太建工業　株式会社				0		25,300,000		0

		4				興和工業　株式会社				0		25,650,000		0

		5				共栄産業　株式会社				0		25,800,000		0

		6				株式会社　ニッセツ				0		26,015,000		0

		7				神奈川東京冷機　株式会社				0		26,517,000		0

		8				株式会社　康栄社				0		26,790,000		0

		9				矢崎設備工業　株式会社				0		26,800,000		0

		10				南設備工業　株式会社				0		28,711,000		0

		11				三光興産　株式会社				0		28,800,000		0

		12				株式会社　神奈川産業				0		29,160,000		0

		13				相模設備工業　株式会社				0		21,670,000		失格

		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		26,740,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,998,700





仮決定

																																平成26年3月27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						2003

		件　　　名 ケンメイ						中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				林

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		三沢電機　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2003

		件　　　名 ケンメイ						中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		26,762,400														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,982,400												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				林

																										℡		663-8032

																						※　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

		三沢電機　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																				2003

						2				件名 ケンメイ																				中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

						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27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				―		2003

																						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

										中屋敷地区センター冷温水発生機等更新工事

		工 事名 コウコトメイ

										建築局														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										三沢電機　株式会社																								代表取締役　　三澤　隆 ダイヒョウトリシマリヤクミサワタカシ

		相手方 アイテカタ

														26,762,400

		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				26				年 ネン		7				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27日														午前9時20分										業者数 ギョウシャスウ										13						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,982,400

																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																三沢電機　株式会社

																								$24,780,000

																								$26,762,400

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						冷暖房設備工事												＜格付＞						Ａ

														＜選定区＞								市内全区





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		相模設備工業　株式会社		21,670,000

		三沢電機　株式会社		24,780,000

		有限会社　佐藤工業所		24,900,000

		太建工業　株式会社		25,300,000

		興和工業　株式会社		25,650,000

		共栄産業　株式会社		25,800,000

		株式会社　ニッセツ		26,015,000

		神奈川東京冷機　株式会社		26,517,000

		株式会社　康栄社		26,790,000

		矢崎設備工業　株式会社		26,800,000

		南設備工業　株式会社		28,711,000

		三光興産　株式会社		28,800,000

		株式会社　神奈川産業		29,160,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2011

		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										日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										港北区日吉本町五丁目４４番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										日吉台西中学校・北綱島小学校・綱島小学校
　水泳プール本体改修工事
　フレキシブルジョイント取付工事　各１か所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$22,460,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						鶴見区内、神奈川区内、港北区内、緑区内又は都筑区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										東洋製図工業（株）														・		亜細亜工業写真（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				10		時 ジ		40		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第一						係 カカリ		電話 デンワ				641-3122

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2011

		工事件名 コウジケンメイ										日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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												日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2011						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		27		日 ニチ				午前				10		時 ジ		40		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														営繕														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														641-3122																				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												22,460,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										14								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		鶴見、神奈川、港北、緑、都筑																				担当　 タントウ		萩原 ハギワラ										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								？

		B				三武建設　株式会社																																								都筑								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		B				森田建設　株式会社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ｂ																														鶴見、神奈川、港北、緑、都筑、表彰者、

		B				今井建設　株式会社																																								鶴見区								3																						神奈川						Ｃ																														神奈川、港北、緑、都筑、表彰者、

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								4																						港北																																				港北、緑、都筑、表彰者、

		B				三共建設　株式会社																																								神奈川								5																						緑																																				緑、都筑、表彰者、

		B				株式会社　マツオホーム																																								鶴見区								6																						都筑								※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																												都筑、表彰者、

		C				やまぶき建設　株式会社 ケンセツカブシキカイシャ																																								港北区								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、

		B				蒲工　株式会社 カバコウカブシキカイシャ																																								港北区								8																						0																																				0

		B				株式会社　横溝工務店																																								神奈川区								9																						0																																				0

		B				横浜塗装工業　株式会社																																								鶴見区								10																						0																																				0

		B				株式会社　清水工務店																																								神奈川区								11																						0																																				0

		B				小林建設林産　株式会社 コバヤシケンセツリンサンカブシキカイシャ																																								緑区								12																						0																																				0

		B				株式会社　川上工務店 カブシキカイシャカワカミコウムテン																																								港北区								13																						0																																				0

		B				株式会社　谷津建設																																								表彰者								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

				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		三武建設　株式会社		都筑		B								20078000

		2		森田建設　株式会社		鶴見区		B								20142300

		3		今井建設　株式会社		鶴見区		B								19440000

		4		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								20144000

		5		三共建設　株式会社		神奈川		B								20149300

		6		株式会社　マツオホーム		鶴見区		B								20157000

		7		やまぶき建設　株式会社		港北区		C								20099000

		8		蒲工　株式会社		港北区		B								20055000

		9		株式会社　横溝工務店		神奈川区		B								20119200

		10		横浜塗装工業　株式会社		鶴見区		B								20200000

		11		株式会社　清水工務店		神奈川区		B								20026000

		12		小林建設林産　株式会社		緑区		B								20108000

		13		株式会社　川上工務店		港北区		B								20120000

		14		株式会社　谷津建設		表彰者		B								20044600

		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				2011

		工事名 コウジメイ				日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前10時40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		三武建設　株式会社

				2		森田建設　株式会社

				3		今井建設　株式会社

				4		株式会社　芳垣建設

				5		三共建設　株式会社

				6		株式会社　マツオホーム

				7		やまぶき建設　株式会社

				8		蒲工　株式会社

				9		株式会社　横溝工務店

				10		横浜塗装工業　株式会社

				11		株式会社　清水工務店

				12		小林建設林産　株式会社

				13		株式会社　川上工務店

				14		株式会社　谷津建設

				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						2011																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														日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				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												22,460,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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

		

		日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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

				今井建設　株式会社						19,440,000		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店				◎		20,026,000

				株式会社　谷津建設						20,044,600

				蒲工　株式会社						20,055,000

				三武建設　株式会社						20,078,000

				やまぶき建設　株式会社						20,099,000

				小林建設林産　株式会社						20,108,000

				株式会社　横溝工務店						20,119,200

				株式会社　川上工務店						20,120,000

				森田建設　株式会社						20,142,300

				株式会社　芳垣建設						20,144,000

				三共建設　株式会社						20,149,300

				株式会社　マツオホーム						20,157,000

				横浜塗装工業　株式会社						20,200,000

				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		22,460,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,018,700





公示用

		

		日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前10時40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

				今井建設　株式会社																																				19,440,000		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店																																		◎		20,026,000

				株式会社　谷津建設																																				20,044,600

				蒲工　株式会社																																				20,055,000

				三武建設　株式会社																																				20,078,000

				やまぶき建設　株式会社																																				20,099,000

				小林建設林産　株式会社																																				20,108,000

				株式会社　横溝工務店																																				20,119,200

				株式会社　川上工務店																																				20,120,000

				森田建設　株式会社																																				20,142,300

				株式会社　芳垣建設																																				20,144,000

				三共建設　株式会社																																				20,149,300

				株式会社　マツオホーム																																				20,157,000

				横浜塗装工業　株式会社																																				20,200,000

				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		22,460,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,018,700





Sheet2

		

				日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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　清水工務店				◎		20,026,000		0

		2				株式会社　谷津建設				0		20,044,600		0

		3				蒲工　株式会社				0		20,055,000		0

		4				三武建設　株式会社				0		20,078,000		0

		5				やまぶき建設　株式会社				0		20,099,000		0

		6				小林建設林産　株式会社				0		20,108,000		0

		7				株式会社　横溝工務店				0		20,119,200		0

		8				株式会社　川上工務店				0		20,120,000		0

		9				森田建設　株式会社				0		20,142,300		0

		10				株式会社　芳垣建設				0		20,144,000		0

		11				三共建設　株式会社				0		20,149,300		0

		12				株式会社　マツオホーム				0		20,157,000		0

		13				横浜塗装工業　株式会社				0		20,200,000		0

		14				今井建設　株式会社				0		19,440,000		失格

		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		22,460,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,018,700





仮決定

																																平成26年3月27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						2011

		件　　　名 ケンメイ						日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				萩原

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　清水工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2011

		件　　　名 ケンメイ						日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		21,628,080														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,602,080												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				萩原

																										℡		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





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　清水工務店

																												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																				2011

						2				件名 ケンメイ																				日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2011

																						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

										日吉台西中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　清水工務店																								代表取締役　　清水　宏昭 ダイヒョウトリシマリヤクシミズヒロ

		相手方 アイテカタ

														21,628,080

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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27日														午前10時40分										業者数 ギョウシャスウ										14						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,602,080

																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　清水工務店

																								$20,026,000

																								$21,628,080

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、港北、緑、都筑





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		今井建設　株式会社		19,440,000

		株式会社　清水工務店		20,026,000

		株式会社　谷津建設		20,044,600

		蒲工　株式会社		20,055,000

		三武建設　株式会社		20,078,000

		やまぶき建設　株式会社		20,099,000

		小林建設林産　株式会社		20,108,000

		株式会社　横溝工務店		20,119,200

		株式会社　川上工務店		20,120,000

		森田建設　株式会社		20,142,300

		株式会社　芳垣建設		20,144,000

		三共建設　株式会社		20,149,300

		株式会社　マツオホーム		20,157,000

		横浜塗装工業　株式会社		20,200,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2005

		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										保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										保土ケ谷区釜台町３番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										保土ケ谷中学校
  プール本体改修工事
  フレキシブルジョイント取付工事 　１か所
  衛生経路塗装工事ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望ケ丘小学校
  プール本体改修工事
  フレキシブルジョイント取付工事　１か所
  衛生経路塗装工事ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$19,190,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						南区内、保土ケ谷区内、旭区内、戸塚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。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）サン・アート														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				9		時 ジ		40		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第一						係 カカリ		電話 デンワ				641-3122

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2005

		工事件名 コウジケンメイ										保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2005						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		27		日 ニチ				午前				9		時 ジ		40		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														営繕														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														641-3122																				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												19,190,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										27								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		南、保土ケ谷、旭、戸塚、瀬谷																				担当　 タントウ		土屋 ツチヤ										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								？

		C				アラン建設　株式会社																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		C				有限会社　ナカムラ建工																																								保土ケ谷区								2																						南						Ｂ																														南、保土ケ谷、旭、戸塚、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　浅川建設																																								瀬谷区								3																						保土ケ谷						Ｃ																														保土ケ谷、旭、戸塚、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　サショー																																								戸塚区								4																						旭																																				旭、戸塚、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　坂口工務店																																								旭区								5																						戸塚																																				戸塚、瀬谷、表彰者、

		C				株式会社　三洋工業																																								瀬谷区								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、

		C				株式会社　水野工務店																																								保土ケ谷区								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、

		B				藤崎建業　株式会社																																								戸塚区								8																						0																																				0

		B				菅野建設　株式会社																																								保土ケ谷区								9																						0																																				0

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								10																						0																																				0

		B				原建設　株式会社																																								保土ケ谷区								11																						0																																				0

		C				株式会社　大谷工務店																																								旭区								12																						0																																				0

		B				三共建設　株式会社																																								表彰者								13																						0																																				0

		C				株式会社　本田工務店																																								南区								14																						0																																				0

		C				株式会社　オキナ																																								旭区								15																						0																																				0

		B				隅田建設　株式会社																																								戸塚区								16																						0																																				0

		B				日進建設　株式会社 ニッシンケンセツカブシキカイシャ																																								戸塚区								17

		C				株式会社　浅岡装飾																																								南区								18

		B				株式会社　栗原工務店 カブシキカイシャクリハラコウムテン																																								旭区								19

		B				株式会社　ダイイチ カブシキカイシャ																																								保土ケ谷区								20

		C				有限会社　尚雲堂																																								南区								21

		Ｃ				株式会社　ピーファイブ																																								南								22

		B				石黒建設　株式会社 イシグロケンセツカブシキカイシャ																																								旭区								23

		B				上條建設　株式会社 カミジョウケンセツカブシキカイシャ																																								戸塚区								24

		C				株式会社　宮野工務店																																								保土ケ谷区								25

		C				株式会社　なごみ建設																																								南区								26

		B				株式会社　谷津建設																																								保土ケ谷								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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		アラン建設　株式会社		南区		C								17158700

		2		有限会社　ナカムラ建工		保土ケ谷区		C								17135900

		3		株式会社　浅川建設		瀬谷区		B								17158900

		4		株式会社　サショー		戸塚区		B								17218900

		5		株式会社　坂口工務店		旭区		B								17183400

		6		株式会社　三洋工業		瀬谷区		C								17206900

		7		株式会社　水野工務店		保土ケ谷区		C								17185000

		8		藤崎建業　株式会社		戸塚区		B								18550000

		9		菅野建設　株式会社		保土ケ谷区		B								17105500

		10		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								17213000

		11		原建設　株式会社		保土ケ谷区		B								17180800

		12		株式会社　大谷工務店		旭区		C								17168800

		13		三共建設　株式会社		表彰者		B								17216500

		14		株式会社　本田工務店		南区		C								17139000

		15		株式会社　オキナ		旭区		C								17418800

		16		隅田建設　株式会社		戸塚区		B								17158890

		17		日進建設　株式会社		戸塚区		B								17148300

		18		株式会社　浅岡装飾		南区		C								17175050

		19		株式会社　栗原工務店		旭区		B								17688000

		20		株式会社　ダイイチ		保土ケ谷区		B								17172000

		21		有限会社　尚雲堂		南区		C								17205800

		22		株式会社　ピーファイブ		南		Ｃ								17175000

		23		石黒建設　株式会社		旭区		B								17194300

		24		上條建設　株式会社		戸塚区		B								17180800

		25		株式会社　宮野工務店		保土ケ谷区		C								17209000

		26		株式会社　なごみ建設		南区		C								17115177

		27		株式会社　谷津建設		保土ケ谷		B								17122100

		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				2005

		工事名 コウジメイ				保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前9時40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		アラン建設　株式会社

				2		有限会社　ナカムラ建工

				3		株式会社　浅川建設

				4		株式会社　サショー

				5		株式会社　坂口工務店

				6		株式会社　三洋工業

				7		株式会社　水野工務店

				8		藤崎建業　株式会社

				9		菅野建設　株式会社

				10		株式会社　芳垣建設

				11		原建設　株式会社

				12		株式会社　大谷工務店

				13		三共建設　株式会社

				14		株式会社　本田工務店

				15		株式会社　オキナ

				16		隅田建設　株式会社

				17		日進建設　株式会社

				18		株式会社　浅岡装飾

				19		株式会社　栗原工務店

				20		株式会社　ダイイチ

				21		有限会社　尚雲堂

				22		株式会社　ピーファイブ

				23		石黒建設　株式会社

				24		上條建設　株式会社

				25		株式会社　宮野工務店

				26		株式会社　なごみ建設

				27		株式会社　谷津建設

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2005																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														保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				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												19,190,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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

				菅野建設　株式会社				◎		17,105,500

				株式会社　なごみ建設						17,115,177

				株式会社　谷津建設						17,122,100

				有限会社　ナカムラ建工						17,135,900

				株式会社　本田工務店						17,139,000

				日進建設　株式会社						17,148,300

				アラン建設　株式会社						17,158,700

				隅田建設　株式会社						17,158,890

				株式会社　浅川建設						17,158,900

				株式会社　大谷工務店						17,168,800

				株式会社　ダイイチ						17,172,000

				株式会社　ピーファイブ						17,175,000

				株式会社　浅岡装飾						17,175,050

				原建設　株式会社						17,180,800

				上條建設　株式会社						17,180,800

				株式会社　坂口工務店						17,183,400

				株式会社　水野工務店						17,185,000

				石黒建設　株式会社						17,194,300

				有限会社　尚雲堂						17,205,800

				株式会社　三洋工業						17,206,900

				株式会社　宮野工務店						17,209,000

				株式会社　芳垣建設						17,213,000

				三共建設　株式会社						17,216,500

				株式会社　サショー						17,218,900

				株式会社　オキナ						17,418,800

				株式会社　栗原工務店						17,688,000

				藤崎建業　株式会社						18,550,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,190,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,088,200





公示用

		

		保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前9時40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

				菅野建設　株式会社																																		◎		17,105,500

				株式会社　なごみ建設																																				17,115,177

				株式会社　谷津建設																																				17,122,100

				有限会社　ナカムラ建工																																				17,135,900

				株式会社　本田工務店																																				17,139,000

				日進建設　株式会社																																				17,148,300

				アラン建設　株式会社																																				17,158,700

				隅田建設　株式会社																																				17,158,890

				株式会社　浅川建設																																				17,158,900

				株式会社　大谷工務店																																				17,168,800

				株式会社　ダイイチ																																				17,172,000

				株式会社　ピーファイブ																																				17,175,000

				株式会社　浅岡装飾																																				17,175,050

				原建設　株式会社																																				17,180,800

				上條建設　株式会社																																				17,180,800

				株式会社　坂口工務店																																				17,183,400

				株式会社　水野工務店																																				17,185,000

				石黒建設　株式会社																																				17,194,300

				有限会社　尚雲堂																																				17,205,800

				株式会社　三洋工業																																				17,206,900

				株式会社　宮野工務店																																				17,209,000

				株式会社　芳垣建設																																				17,213,000

				三共建設　株式会社																																				17,216,500

				株式会社　サショー																																				17,218,900

				株式会社　オキナ																																				17,418,800

				株式会社　栗原工務店																																				17,688,000

				藤崎建業　株式会社																																				18,550,000

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,190,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,088,200





Sheet2

		

				保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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				菅野建設　株式会社				◎		17,105,500		0

		2				株式会社　なごみ建設				0		17,115,177		0

		3				株式会社　谷津建設				0		17,122,100		0

		4				有限会社　ナカムラ建工				0		17,135,900		0

		5				株式会社　本田工務店				0		17,139,000		0

		6				日進建設　株式会社				0		17,148,300		0

		7				アラン建設　株式会社				0		17,158,700		0

		8				隅田建設　株式会社				0		17,158,890		0

		9				株式会社　浅川建設				0		17,158,900		0

		10				株式会社　大谷工務店				0		17,168,800		0

		11				株式会社　ダイイチ				0		17,172,000		0

		12				株式会社　ピーファイブ				0		17,175,000		0

		13				株式会社　浅岡装飾				0		17,175,050		0

		14				原建設　株式会社				0		17,180,800		0

		15				上條建設　株式会社				0		17,180,800		0

		16				株式会社　坂口工務店				0		17,183,400		0

		17				株式会社　水野工務店				0		17,185,000		0

		18				石黒建設　株式会社				0		17,194,300		0

		19				有限会社　尚雲堂				0		17,205,800		0

		20				株式会社　三洋工業				0		17,206,900		0

		21				株式会社　宮野工務店				0		17,209,000		0

		22				株式会社　芳垣建設				0		17,213,000		0

		23				三共建設　株式会社				0		17,216,500		0

		24				株式会社　サショー				0		17,218,900		0

		25				株式会社　オキナ				0		17,418,800		0

		26				株式会社　栗原工務店				0		17,688,000		0

		27				藤崎建業　株式会社				0		18,550,000		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		19,190,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,088,200





仮決定

																																平成26年3月27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						2005

		件　　　名 ケンメイ						保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				土屋

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		菅野建設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2005

		件　　　名 ケンメイ						保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		18,473,940														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,368,440												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				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





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

		菅野建設　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																				2005

						2				件名 ケンメイ																				保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2005

																						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

										保土ケ谷中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										菅野建設　株式会社																								代表取締役　　菅野　久助 ダイヒョウトリシマリヤクカンノキュウスケ

		相手方 アイテカタ

														18,473,940

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前9時40分										業者数 ギョウシャスウ										27						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,368,440

																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																菅野建設　株式会社

																								$17,105,500

																								$18,473,940

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								南、保土ケ谷、旭、戸塚、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

		菅野建設　株式会社		17,105,500

		株式会社　なごみ建設		17,115,177

		株式会社　谷津建設		17,122,100

		有限会社　ナカムラ建工		17,135,900

		株式会社　本田工務店		17,139,000

		日進建設　株式会社		17,148,300

		アラン建設　株式会社		17,158,700

		隅田建設　株式会社		17,158,890

		株式会社　浅川建設		17,158,900

		株式会社　大谷工務店		17,168,800

		株式会社　ダイイチ		17,172,000

		株式会社　ピーファイブ		17,175,000

		株式会社　浅岡装飾		17,175,050

		原建設　株式会社		17,180,800

		上條建設　株式会社		17,180,800

		株式会社　坂口工務店		17,183,400

		株式会社　水野工務店		17,185,000

		石黒建設　株式会社		17,194,300

		有限会社　尚雲堂		17,205,800

		株式会社　三洋工業		17,206,900

		株式会社　宮野工務店		17,209,000

		株式会社　芳垣建設		17,213,000

		三共建設　株式会社		17,216,500

		株式会社　サショー		17,218,900

		株式会社　オキナ		17,418,800

		株式会社　栗原工務店		17,688,000

		株式会社　サショー		17,218,900

		株式会社　オキナ		17,418,800

		株式会社　栗原工務店		17,688,000

		藤崎建業　株式会社		18,550,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2014

		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										富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										金沢区並木一丁目６番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										富岡東中学校
  プール本体シート防水工事（プール専用塩化ビニルシート）
並木第四小学校
　プール本体シート防水工事（プール専用塩化ビニルシート）

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$16,820,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにのいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										文庫写真館														・		オリエント（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				11		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第二						係 カカリ		電話 デンワ				641-3125

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2014

		工事件名 コウジケンメイ										富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2014						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		27		日 ニチ				午前				11		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														営繕														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														641-3125																				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												16,820,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										24								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		中、南、港南、磯子、金沢、栄																				担当　 タントウ		佐藤 サトウ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		C				アラン建設　株式会社																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		C				柏原建設　株式会社																																								港南区								2																						中						Ｂ																														中、南、港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

		B				横浜日建　株式会社																																								金沢区								3																						南						Ｃ																														南、港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

		C				株式会社　なごみ設計																																								中区								4																						港南																																				港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

		C				株式会社　タモツ工業																																								栄区								5																						磯子																																				磯子、金沢、栄、表彰者、

		B				株式会社　栄幸建設																																								中区								6																						金沢								※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																												金沢、栄、表彰者、

		B				株式会社　テック																																								中区								7																						栄								※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																												栄、表彰者、

		B				有限会社　エスワイシー																																								磯子区								8																						表彰者																																				表彰者、

		C				株式会社　似田貝建設																																								港南区								9																						0																																				0

		B				杜企画　株式会社																																								金沢区								10																						0																																				0

		B				株式会社　芳垣建設																																								金沢区								11																						0																																				0

		C				横浜ダイワ　株式会社																																								港南区								12																						0																																				0

		B				株式会社　佐藤薫工務店																																								港南区								13																						0																																				0

		C				株式会社　本田工務店																																								南区								14																						0																																				0

		C				有限会社　尚雲堂																																								南区								15																						0																																				0

		C				有限会社　サクシード																																								磯子区								16																						0																																				0

		B				株式会社　青柳組																																								中区								17

		B				藤建設工業　株式会社 フジケンセツコウギョウカブシキカイシャ																																								中区								18

		Ｃ				株式会社　ピーファイブ																																								南								19

		B				株式会社　アルテック カブシキカイシャ																																								中区								20

		C				株式会社　リニューアルよこはま カブシキカイシャ																																								磯子区								21

		B				和同建設　株式会社																																								中区								22

		C				株式会社　なごみ建設																																								南区								23

		B				株式会社　谷津建設																																								表彰者								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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		アラン建設　株式会社		南区		C								15008700

		2		柏原建設　株式会社		港南区		C								13557900

		3		横浜日建　株式会社		金沢区		B								15067400

		4		株式会社　なごみ設計		中区		C								15020000

		5		株式会社　タモツ工業		栄区		C								14972200

		6		株式会社　栄幸建設		中区		B								15084200

		7		株式会社　テック		中区		B								15091000

		8		有限会社　エスワイシー		磯子区		B								15000100

		9		株式会社　似田貝建設		港南区		C								15052300

		10		杜企画　株式会社		金沢区		B								15024000

		11		株式会社　芳垣建設		金沢区		B								15063000

		12		横浜ダイワ　株式会社		港南区		C								15014900

		13		株式会社　佐藤薫工務店		港南区		B								12388000

		14		株式会社　本田工務店		南区		C								14999000

		15		有限会社　尚雲堂		南区		C								15004200

		16		有限会社　サクシード		磯子区		C								15098000

		17		株式会社　青柳組		中区		B								15090800

		18		藤建設工業　株式会社		中区		B								15073400

		19		株式会社　ピーファイブ		南		Ｃ								15050000

		20		株式会社　アルテック		中区		B								15087000

		21		株式会社　リニューアルよこはま		磯子区		C								15275400

		22		和同建設　株式会社		中区		B								15071000

		23		株式会社　なごみ建設		南区		C								15068701

		24		株式会社　谷津建設		表彰者		B								15008000

		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				2014

		工事名 コウジメイ				富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前11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		アラン建設　株式会社

				2		柏原建設　株式会社

				3		横浜日建　株式会社

				4		株式会社　なごみ設計

				5		株式会社　タモツ工業

				6		株式会社　栄幸建設

				7		株式会社　テック

				8		有限会社　エスワイシー

				9		株式会社　似田貝建設

				10		杜企画　株式会社

				11		株式会社　芳垣建設

				12		横浜ダイワ　株式会社

				13		株式会社　佐藤薫工務店

				14		株式会社　本田工務店

				15		有限会社　尚雲堂

				16		有限会社　サクシード

				17		株式会社　青柳組

				18		藤建設工業　株式会社

				19		株式会社　ピーファイブ

				20		株式会社　アルテック

				21		株式会社　リニューアルよこはま

				22		和同建設　株式会社

				23		株式会社　なごみ建設

				24		株式会社　谷津建設

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2014																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														富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				641-3125																																				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												16,820,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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						12,388,000		失格 シッカク

				柏原建設　株式会社						13,557,900		失格 シッカク

				株式会社　タモツ工業						14,972,200		失格 シッカク

				株式会社　本田工務店						14,999,000		辞退 ジタイ

				有限会社　エスワイシー				◎		15,000,100

				有限会社　尚雲堂						15,004,200

				株式会社　谷津建設						15,008,000

				アラン建設　株式会社						15,008,700

				横浜ダイワ　株式会社						15,014,900

				株式会社　なごみ設計						15,020,000

				杜企画　株式会社						15,024,000

				株式会社　ピーファイブ						15,050,000

				株式会社　似田貝建設						15,052,300

				株式会社　芳垣建設						15,063,000

				横浜日建　株式会社						15,067,400

				株式会社　なごみ建設						15,068,701

				和同建設　株式会社						15,071,000

				藤建設工業　株式会社						15,073,400

				株式会社　栄幸建設						15,084,200

				株式会社　アルテック						15,087,000

				株式会社　青柳組						15,090,800

				株式会社　テック						15,091,000

				有限会社　サクシード						15,098,000

				株式会社　リニューアルよこはま						15,275,400

				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		16,820,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,998,300





公示用

		

		富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前11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

				株式会社　佐藤薫工務店																																				12,388,000		失格 シッカク

				柏原建設　株式会社																																				13,557,900		失格 シッカク

				株式会社　タモツ工業																																				14,972,200		失格 シッカク

				株式会社　本田工務店																																				14,999,000		辞退 ジタイ

				有限会社　エスワイシー																																		◎		15,000,100

				有限会社　尚雲堂																																				15,004,200

				株式会社　谷津建設																																				15,008,000

				アラン建設　株式会社																																				15,008,700

				横浜ダイワ　株式会社																																				15,014,900

				株式会社　なごみ設計																																				15,020,000

				杜企画　株式会社																																				15,024,000

				株式会社　ピーファイブ																																				15,050,000

				株式会社　似田貝建設																																				15,052,300

				株式会社　芳垣建設																																				15,063,000

				横浜日建　株式会社																																				15,067,400

				株式会社　なごみ建設																																				15,068,701

				和同建設　株式会社																																				15,071,000

				藤建設工業　株式会社																																				15,073,400

				株式会社　栄幸建設																																				15,084,200

				株式会社　アルテック																																				15,087,000

				株式会社　青柳組																																				15,090,800

				株式会社　テック																																				15,091,000

				有限会社　サクシード																																				15,098,000

				株式会社　リニューアルよこはま																																				15,275,400

				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		16,820,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,998,300





Sheet2

		

				富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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				有限会社　エスワイシー				◎		15,000,100		0

		2				有限会社　尚雲堂				0		15,004,200		0

		3				株式会社　谷津建設				0		15,008,000		0

		4				アラン建設　株式会社				0		15,008,700		0

		5				横浜ダイワ　株式会社				0		15,014,900		0

		6				株式会社　なごみ設計				0		15,020,000		0

		7				杜企画　株式会社				0		15,024,000		0

		8				株式会社　ピーファイブ				0		15,050,000		0

		9				株式会社　似田貝建設				0		15,052,300		0

		10				株式会社　芳垣建設				0		15,063,000		0

		11				横浜日建　株式会社				0		15,067,400		0

		12				株式会社　なごみ建設				0		15,068,701		0

		13				和同建設　株式会社				0		15,071,000		0

		14				藤建設工業　株式会社				0		15,073,400		0

		15				株式会社　栄幸建設				0		15,084,200		0

		16				株式会社　アルテック				0		15,087,000		0

		17				株式会社　青柳組				0		15,090,800		0

		18				株式会社　テック				0		15,091,000		0

		19				有限会社　サクシード				0		15,098,000		0

		20				株式会社　リニューアルよこはま				0		15,275,400		0

		21				株式会社　佐藤薫工務店				0		12,388,000		失格

		22				柏原建設　株式会社				0		13,557,900		失格

		23				株式会社　タモツ工業				0		14,972,200		失格

		24				株式会社　本田工務店				0		14,999,000		辞退

		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		16,820,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,998,300





仮決定

																																平成26年3月27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

		有限会社　エスワイシー														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2014

		件　　　名 ケンメイ						富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,200,108														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,200,008												】		【収入印紙代								\10,000						】

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				佐藤

																										℡		641-3125



税込金額入力



決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		有限会社　エスワイシー														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2014

		件　　　名 ケンメイ						富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,200,108														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,200,008												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				佐藤

																										℡		641-3125

																						※　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



税込金額入力



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

		有限会社　エスワイシー

																												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																				2014

						2				件名 ケンメイ																				富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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								25				―		1				―		2014

																						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

										富岡東中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										有限会社　エスワイシー																								代表取締役　　吉田　俊介 ダイヒョウトリシマリヤクヨシダシュンスケ

		相手方 アイテカタ

														16,200,108

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前11時10分										業者数 ギョウシャスウ										24						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,200,008

																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																有限会社　エスワイシー

																								$15,000,100

																								$16,200,108

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								中、南、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

		株式会社　佐藤薫工務店		12,388,000

		柏原建設　株式会社		13,557,900

		株式会社　タモツ工業		14,972,200

		株式会社　本田工務店		14,999,000

		有限会社　エスワイシー		15,000,100

		有限会社　尚雲堂		15,004,200

		株式会社　谷津建設		15,008,000

		アラン建設　株式会社		15,008,700

		横浜ダイワ　株式会社		15,014,900

		株式会社　なごみ設計		15,020,000

		杜企画　株式会社		15,024,000

		株式会社　ピーファイブ		15,050,000

		株式会社　似田貝建設		15,052,300

		株式会社　芳垣建設		15,063,000

		横浜日建　株式会社		15,067,400

		株式会社　なごみ建設		15,068,701

		和同建設　株式会社		15,071,000

		藤建設工業　株式会社		15,073,400

		株式会社　栄幸建設		15,084,200

		株式会社　アルテック		15,087,000

		株式会社　青柳組		15,090,800

		株式会社　テック		15,091,000

		有限会社　サクシード		15,098,000

		株式会社　リニューアルよこはま		15,275,400

		0		0

		0		0

		株式会社　リニューアルよこはま		15,275,400

		0		0

		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
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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

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0






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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2001

		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										横浜吉田中学校給排水管改修工事

		施工場所 セコウバショ										中区羽衣町３丁目８４番地

		工事概要 コウジガイヨウ										廊下水飲み給水直結化工事
屋外直結給水管改修工事
特別教室給水直結化工事
トイレ上水給水直結化工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋内運動場附帯施設給水直結化工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揚水管改修工事
校舎系統流末給水管改修工事
プール給水直結化工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プール排水管改修工事

		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														26		年 ネン		11		月 ガツ		28		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										開札後に公表												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						なし

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任配置すること。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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)配置技術者（変更）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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										ケイプリント														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2001

		工事件名 コウジケンメイ										横浜吉田中学校給排水管改修工事

		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												横浜吉田中学校給排水管改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2001						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		27		日 ニチ				午前				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														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														663-8032																				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												開札後に公表																				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				26				年 ネン		11				月 ガツ		28				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										6								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ				区 ク		市内全区																				担当　 タントウ		門田 カドタ										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								？

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				相模設備工業　株式会社 サガミセツビコウギョウカブシキカイシャ																																								中区								2																						0						Ａ																														0

		A				矢崎設備工業　株式会社 ヤザキセツビコウギョウカブシキカイシャ																																								港南区								3																						0						0																														0

		A				有限会社　佐藤工業所 ユウゲンカイシャサトウコウギョウショ																																								港北区								4																						0																																				0

		A				太建工業　株式会社 タケンコウギョウカブシキカイシャ																																								神奈川区								5																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川産業 カブシキカイシャカナガワサンギョウ																																								南区								6																						0								※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																												0

		0																																												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																																												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								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		横浜吉田中学校給排水管改修工事

				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		興和工業　株式会社		旭区		A								41900000

		2		相模設備工業　株式会社		中区		A								43400000

		3		矢崎設備工業　株式会社		港南区		A								45351000

		4		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								45100000

		5		太建工業　株式会社		神奈川区		A								37800000

		6		株式会社　神奈川産業		南区		A								42390000

		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				2001

		工事名 コウジメイ				横浜吉田中学校給排水管改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27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		興和工業　株式会社

				2		相模設備工業　株式会社

				3		矢崎設備工業　株式会社

				4		有限会社　佐藤工業所

				5		太建工業　株式会社

				6		株式会社　神奈川産業

				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						2001																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														横浜吉田中学校給排水管改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												開札後に公表														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				26				年 ネン		11				月 ガツ		28				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

		

		横浜吉田中学校給排水管改修工事　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

				太建工業　株式会社						37,800,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社				◎		41,900,000

				株式会社　神奈川産業						42,390,000

				相模設備工業　株式会社						43,400,000

				有限会社　佐藤工業所						45,100,000

				矢崎設備工業　株式会社						45,351,000

				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		45,960,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		41,242,700





公示用

		

		横浜吉田中学校給排水管改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27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

				太建工業　株式会社																																				37,800,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社																																		◎		41,900,000

				株式会社　神奈川産業																																				42,390,000

				相模設備工業　株式会社																																				43,400,000

				有限会社　佐藤工業所																																				45,100,000

				矢崎設備工業　株式会社																																				45,351,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0
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				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		45,960,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		41,242,700





Sheet2

		

				横浜吉田中学校給排水管改修工事　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				興和工業　株式会社				◎		41,900,000		0

		2				株式会社　神奈川産業				0		42,390,000		0

		3				相模設備工業　株式会社				0		43,400,000		0

		4				有限会社　佐藤工業所				0		45,100,000		0

		5				矢崎設備工業　株式会社				0		45,351,000		0

		6				太建工業　株式会社				0		37,800,000		失格

		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		45,960,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		41,242,700





仮決定

																																平成26年3月27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						2001

		件　　　名 ケンメイ						横浜吉田中学校給排水管改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				門田

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		興和工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2001

		件　　　名 ケンメイ						横浜吉田中学校給排水管改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		45,252,000														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								3,352,000												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				門田

																										℡		663-8032

																						※　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

		興和工業　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																				2001

						2				件名 ケンメイ																				横浜吉田中学校給排水管改修工事

						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27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				―		2001

																						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

										横浜吉田中学校給排水管改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										興和工業　株式会社																								代表取締役　　小堀　段 ダイヒョウトリシマリヤクコボリダン

		相手方 アイテカタ

														45,252,000

		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				26				年 ネン		11				月 ガツ		28				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27日														午前9時00分										業者数 ギョウシャスウ										6						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$3,352,000

																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																興和工業　株式会社

																								$41,900,000

																								$45,252,000

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ

														＜選定区＞								市内全区





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		太建工業　株式会社		37,800,000

		興和工業　株式会社		41,900,000

		株式会社　神奈川産業		42,390,000

		相模設備工業　株式会社		43,400,000

		有限会社　佐藤工業所		45,100,000

		矢崎設備工業　株式会社		45,351,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2016

		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										三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										神奈川区三ツ沢中町４番１７号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　三ツ沢小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　城郷中学校　　砂ろ過式　６７ｍ3/ｈ以上
　大綱中学校　　珪藻土式　６７ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		7		月 ガツ		4		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$17,670,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				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、港北区内、緑区内又は都筑区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										亜細亜工業写真（株）														・		関東コピー（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				11		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2016

		工事件名 コウジケンメイ										三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		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												三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2016						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		27		日 ニチ				午前				11		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														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														663-8032																				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												17,670,000																				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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										17								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、神奈川、西、港北、緑、都筑																				担当　 タントウ		高木 タカギ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				富田屋管工　株式会社																																								神奈川区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				株式会社　東伸																																								都筑区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、神奈川、西、港北、緑、都筑、表彰者、

		B				有限会社　佐藤設備工業所																																								神奈川区								3																						神奈川						Ｂ																														神奈川、西、港北、緑、都筑、表彰者、

		B				株式会社　政和工業所																																								鶴見区								4																						西																																				西、港北、緑、都筑、表彰者、

		A				有限会社　柴田工務店																																								神奈川区								5																						港北																																				港北、緑、都筑、表彰者、

		B				関東工業　株式会社																																								緑区								6																						緑								※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																												緑、都筑、表彰者、

		A				株式会社　司工事																																								表彰者								7																						都筑								※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																												都筑、表彰者、

		B				有限会社　海藤住建																																								緑区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				有限会社　はま設備工業 ユウゲンカイシャセツビコウギョウ																																								表彰者								9																						0																																				0

		A				南海工業　株式会社 ナンカイコウギョウカブシキカイシャ																																								西区								10																						0																																				0

		A				株式会社　京浜設備工業所																																								神奈川区								11																						0																																				0

		B				株式会社　田中ポンプ製作所 カブシキカイシャタナカセイサクジョ																																								緑区								12																						0																																				0

		A				有限会社　佐藤工業所																																								港北区								13																						0																																				0

		A				太建工業　株式会社																																								神奈川区								14																						0																																				0

		B				豊正工業　株式会社 ユタカセイコウギョウカブシキカイシャ																																								西区								15																						0																																				0

		B				株式会社　力設備 カブシキカイシャチカラセツビ																																								神奈川区								16																						0																																				0

		B				株式会社　今野設備 カブシキカイシャコンノセツビ																																								港北区								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

				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		富田屋管工　株式会社		神奈川区		B								15746000

		2		株式会社　東伸		都筑区		A								15893000

		3		有限会社　佐藤設備工業所		神奈川区		B								15880800

		4		株式会社　政和工業所		鶴見区		B								15664000

		5		有限会社　柴田工務店		神奈川区		A								15811000

		6		関東工業　株式会社		緑区		B								16168000

		7		株式会社　司工事		表彰者		A								15658000

		8		有限会社　海藤住建		緑区		B								15870000

		9		有限会社　はま設備工業		表彰者		B								15709000

		10		南海工業　株式会社		西区		A								17000000

		11		株式会社　京浜設備工業所		神奈川区		A								15849500

		12		株式会社　田中ポンプ製作所		緑区		B								15677000

		13		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								15850000

		14		太建工業　株式会社		神奈川区		A								15810000

		15		豊正工業　株式会社		西区		B								15844700

		16		株式会社　力設備		神奈川区		B								15876500

		17		株式会社　今野設備		港北区		B								15673000

		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				2016

		工事名 コウジメイ				三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前11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		富田屋管工　株式会社

				2		株式会社　東伸

				3		有限会社　佐藤設備工業所

				4		株式会社　政和工業所

				5		有限会社　柴田工務店

				6		関東工業　株式会社

				7		株式会社　司工事

				8		有限会社　海藤住建

				9		有限会社　はま設備工業

				10		南海工業　株式会社

				11		株式会社　京浜設備工業所

				12		株式会社　田中ポンプ製作所

				13		有限会社　佐藤工業所

				14		太建工業　株式会社

				15		豊正工業　株式会社

				16		株式会社　力設備

				17		株式会社　今野設備

				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						2016																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														三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												17,670,000														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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				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

		

		三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事　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　司工事						15,658,000		失格 シッカク

				株式会社　政和工業所						15,664,000		失格 シッカク

				株式会社　今野設備				◎		15,673,000

				株式会社　田中ポンプ製作所						15,677,000

				有限会社　はま設備工業						15,709,000

				富田屋管工　株式会社						15,746,000

				太建工業　株式会社						15,810,000

				有限会社　柴田工務店						15,811,000

				豊正工業　株式会社						15,844,700

				株式会社　京浜設備工業所						15,849,500

				有限会社　佐藤工業所						15,850,000

				有限会社　海藤住建						15,870,000

				株式会社　力設備						15,876,500

				有限会社　佐藤設備工業所						15,880,800

				株式会社　東伸						15,893,000

				関東工業　株式会社						16,168,000

				南海工業　株式会社						17,000,000

				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		17,670,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,669,600





公示用

		

		三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前11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

				株式会社　司工事																																				15,658,000		失格 シッカク

				株式会社　政和工業所																																				15,664,000		失格 シッカク

				株式会社　今野設備																																		◎		15,673,000

				株式会社　田中ポンプ製作所																																				15,677,000

				有限会社　はま設備工業																																				15,709,000

				富田屋管工　株式会社																																				15,746,000

				太建工業　株式会社																																				15,810,000

				有限会社　柴田工務店																																				15,811,000

				豊正工業　株式会社																																				15,844,700

				株式会社　京浜設備工業所																																				15,849,500

				有限会社　佐藤工業所																																				15,850,000

				有限会社　海藤住建																																				15,870,000

				株式会社　力設備																																				15,876,500

				有限会社　佐藤設備工業所																																				15,880,800

				株式会社　東伸																																				15,893,000

				関東工業　株式会社																																				16,168,000

				南海工業　株式会社																																				17,000,000

				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		17,670,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,669,600





Sheet2

		

				三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事　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　今野設備				◎		15,673,000		0

		2				株式会社　田中ポンプ製作所				0		15,677,000		0

		3				有限会社　はま設備工業				0		15,709,000		0

		4				富田屋管工　株式会社				0		15,746,000		0

		5				太建工業　株式会社				0		15,810,000		0

		6				有限会社　柴田工務店				0		15,811,000		0

		7				豊正工業　株式会社				0		15,844,700		0

		8				株式会社　京浜設備工業所				0		15,849,500		0

		9				有限会社　佐藤工業所				0		15,850,000		0

		10				有限会社　海藤住建				0		15,870,000		0

		11				株式会社　力設備				0		15,876,500		0

		12				有限会社　佐藤設備工業所				0		15,880,800		0

		13				株式会社　東伸				0		15,893,000		0

		14				関東工業　株式会社				0		16,168,000		0

		15				南海工業　株式会社				0		17,000,000		0

		16				株式会社　司工事				0		15,658,000		失格

		17				株式会社　政和工業所				0		15,664,000		失格

		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		17,670,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,669,600





仮決定

																																平成26年3月27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						2016

		件　　　名 ケンメイ						三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				高木

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　今野設備														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2016

		件　　　名 ケンメイ						三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,926,840														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,253,840												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				高木

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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　今野設備

																												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																				2016

						2				件名 ケンメイ																				三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2016

																						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

										三ツ沢小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　今野設備																								代表取締役　　今野　裕之 ダイヒョウトリシマリヤクコンノヒロユキ

		相手方 アイテカタ

														16,926,840

		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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				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27日														午前11時30分										業者数 ギョウシャスウ										17						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,253,840

																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　今野設備

																								$15,673,000

																								$16,926,840

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、西、港北、緑、都筑





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　司工事		15,658,000

		株式会社　政和工業所		15,664,000

		株式会社　今野設備		15,673,000

		株式会社　田中ポンプ製作所		15,677,000

		有限会社　はま設備工業		15,709,000

		富田屋管工　株式会社		15,746,000

		太建工業　株式会社		15,810,000

		有限会社　柴田工務店		15,811,000

		豊正工業　株式会社		15,844,700

		株式会社　京浜設備工業所		15,849,500

		有限会社　佐藤工業所		15,850,000

		有限会社　海藤住建		15,870,000

		株式会社　力設備		15,876,500

		有限会社　佐藤設備工業所		15,880,800

		株式会社　東伸		15,893,000

		関東工業　株式会社		16,168,000

		南海工業　株式会社		17,000,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2012

		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										汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										戸塚区汲沢三丁目６番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										汲沢小学校
　プールシート張替工事　約２５０ｍ2
東汲沢小学校
　プールシート張替工事　約２４５ｍ2
名瀬小学校
　プールシート張替工事　約２５０ｍ2

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$22,370,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						南区内、港南区内、保土ケ谷区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）リバーストン														・		東洋製図工業（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				10		時 ジ		50		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第二						係 カカリ		電話 デンワ				641-3125

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2012

		工事件名 コウジケンメイ										汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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												汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2012						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		27		日 ニチ				午前				10		時 ジ		50		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														営繕														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														641-3125																				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												22,370,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										27								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		南、港南、保土ケ谷、戸塚、栄、泉																				担当　 タントウ		越膳 エチゼン										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								？

		B				株式会社　佐藤薫工務店																																								港南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		C				アラン建設　株式会社																																								南区								2																						南						Ｂ																														南、港南、保土ケ谷、戸塚、栄、泉、表彰者、

		C				株式会社　似田貝建設																																								港南区								3																						港南						Ｃ																														港南、保土ケ谷、戸塚、栄、泉、表彰者、

		B				株式会社　ヨコテック																																								泉区								4																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、戸塚、栄、泉、表彰者、

		C				有限会社　ナカムラ建工																																								保土ケ谷区								5																						戸塚																																				戸塚、栄、泉、表彰者、

		B				株式会社　サショー																																								戸塚区								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、泉、表彰者、

		C				株式会社　水野工務店																																								保土ケ谷区								7																						泉								※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																												泉、表彰者、

		C				株式会社　アイシン																																								港南区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				藤崎建業　株式会社																																								戸塚区								9																						0																																				0

		B				菅野建設　株式会社																																								保土ケ谷区								10																						0																																				0

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								11																						0																																				0

		C				横浜ダイワ　株式会社																																								港南区								12																						0																																				0

		B				原建設　株式会社																																								保土ケ谷区								13																						0																																				0

		B				三共建設　株式会社																																								表彰者								14																						0																																				0

		C				株式会社　本田工務店																																								南区								15																						0																																				0

		B				隅田建設　株式会社																																								戸塚区								16																						0																																				0

		B				坂本建設　株式会社																																								泉区								17

		B				日進建設　株式会社																																								戸塚区								18

		C				株式会社　浅岡装飾																																								南区								19

		B				株式会社　ダイイチ																																								保土ケ谷区								20

		C				有限会社　尚雲堂																																								南区								21

		Ｃ				株式会社　ピーファイブ カブシキカイシャ																																								南								22

		B				上條建設　株式会社																																								戸塚区								23

		C				株式会社　宮野工務店																																								保土ケ谷区								24

		C				株式会社　櫻井 サクライ																																								港南区								25

		C				株式会社　なごみ建設																																								南区								26

		B				株式会社　谷津建設																																								保土ケ谷								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

				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　佐藤薫工務店		港南区		B								20028800

		2		アラン建設　株式会社		南区		C								20038700

		3		株式会社　似田貝建設		港南区		C								20066100

		4		株式会社　ヨコテック		泉区		B								20039800

		5		有限会社　ナカムラ建工		保土ケ谷区		C								20038600

		6		株式会社　サショー		戸塚区		B								20070400

		7		株式会社　水野工務店		保土ケ谷区		C								20035000

		8		株式会社　アイシン		港南区		C								19952500

		9		藤崎建業　株式会社		戸塚区		B								21952000

		10		菅野建設　株式会社		保土ケ谷区		B								19963500

		11		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								20052000

		12		横浜ダイワ　株式会社		港南区		C								20033900

		13		原建設　株式会社		保土ケ谷区		B								20027860

		14		三共建設　株式会社		表彰者		B								20029000

		15		株式会社　本田工務店		南区		C								19939000

		16		隅田建設　株式会社		戸塚区		B								20027050

		17		坂本建設　株式会社		泉区		B								20076800

		18		日進建設　株式会社		戸塚区		B								19974400

		19		株式会社　浅岡装飾		南区		C								20021150

		20		株式会社　ダイイチ		保土ケ谷区		B								20043000

		21		有限会社　尚雲堂		南区		C								20085800

		22		株式会社　ピーファイブ		南		Ｃ								20020000

		23		上條建設　株式会社		戸塚区		B								20106200

		24		株式会社　宮野工務店		保土ケ谷区		C								20088000

		25		株式会社　櫻井		港南区		C								20105000

		26		株式会社　なごみ建設		南区		C								20107945

		27		株式会社　谷津建設		保土ケ谷		B								19993600

		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				2012

		工事名 コウジメイ				汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前10時50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　佐藤薫工務店

				2		アラン建設　株式会社

				3		株式会社　似田貝建設

				4		株式会社　ヨコテック

				5		有限会社　ナカムラ建工

				6		株式会社　サショー

				7		株式会社　水野工務店

				8		株式会社　アイシン

				9		藤崎建業　株式会社

				10		菅野建設　株式会社

				11		株式会社　芳垣建設

				12		横浜ダイワ　株式会社

				13		原建設　株式会社

				14		三共建設　株式会社

				15		株式会社　本田工務店

				16		隅田建設　株式会社

				17		坂本建設　株式会社

				18		日進建設　株式会社

				19		株式会社　浅岡装飾

				20		株式会社　ダイイチ

				21		有限会社　尚雲堂

				22		株式会社　ピーファイブ

				23		上條建設　株式会社

				24		株式会社　宮野工務店

				25		株式会社　櫻井

				26		株式会社　なごみ建設

				27		株式会社　谷津建設

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2012																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														汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				641-3125																																				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												22,370,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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　本田工務店				◎		19,939,000

				株式会社　アイシン						19,952,500

				菅野建設　株式会社						19,963,500

				日進建設　株式会社						19,974,400

				株式会社　谷津建設						19,993,600

				株式会社　ピーファイブ						20,020,000

				株式会社　浅岡装飾						20,021,150

				隅田建設　株式会社						20,027,050

				原建設　株式会社						20,027,860

				株式会社　佐藤薫工務店						20,028,800

				三共建設　株式会社						20,029,000

				横浜ダイワ　株式会社						20,033,900

				株式会社　水野工務店						20,035,000

				有限会社　ナカムラ建工						20,038,600

				アラン建設　株式会社						20,038,700

				株式会社　ヨコテック						20,039,800

				株式会社　ダイイチ						20,043,000

				株式会社　芳垣建設						20,052,000

				株式会社　似田貝建設						20,066,100

				株式会社　サショー						20,070,400

				坂本建設　株式会社						20,076,800

				有限会社　尚雲堂						20,085,800

				株式会社　宮野工務店						20,088,000

				株式会社　櫻井						20,105,000

				上條建設　株式会社						20,106,200

				株式会社　なごみ建設						20,107,945

				藤崎建業　株式会社						21,952,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,370,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,929,400





公示用

		

		汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前10時50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

				株式会社　本田工務店																																		◎		19,939,000

				株式会社　アイシン																																				19,952,500

				菅野建設　株式会社																																				19,963,500

				日進建設　株式会社																																				19,974,400

				株式会社　谷津建設																																				19,993,600

				株式会社　ピーファイブ																																				20,020,000

				株式会社　浅岡装飾																																				20,021,150

				隅田建設　株式会社																																				20,027,050

				原建設　株式会社																																				20,027,860

				株式会社　佐藤薫工務店																																				20,028,800

				三共建設　株式会社																																				20,029,000

				横浜ダイワ　株式会社																																				20,033,900

				株式会社　水野工務店																																				20,035,000

				有限会社　ナカムラ建工																																				20,038,600

				アラン建設　株式会社																																				20,038,700

				株式会社　ヨコテック																																				20,039,800

				株式会社　ダイイチ																																				20,043,000

				株式会社　芳垣建設																																				20,052,000

				株式会社　似田貝建設																																				20,066,100

				株式会社　サショー																																				20,070,400

				坂本建設　株式会社																																				20,076,800

				有限会社　尚雲堂																																				20,085,800

				株式会社　宮野工務店																																				20,088,000

				株式会社　櫻井																																				20,105,000

				上條建設　株式会社																																				20,106,200

				株式会社　なごみ建設																																				20,107,945

				藤崎建業　株式会社																																				21,952,000

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,370,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,929,400





Sheet2

		

				汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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　本田工務店				◎		19,939,000		0

		2				株式会社　アイシン				0		19,952,500		0

		3				菅野建設　株式会社				0		19,963,500		0

		4				日進建設　株式会社				0		19,974,400		0

		5				株式会社　谷津建設				0		19,993,600		0

		6				株式会社　ピーファイブ				0		20,020,000		0

		7				株式会社　浅岡装飾				0		20,021,150		0

		8				隅田建設　株式会社				0		20,027,050		0

		9				原建設　株式会社				0		20,027,860		0

		10				株式会社　佐藤薫工務店				0		20,028,800		0

		11				三共建設　株式会社				0		20,029,000		0

		12				横浜ダイワ　株式会社				0		20,033,900		0

		13				株式会社　水野工務店				0		20,035,000		0

		14				有限会社　ナカムラ建工				0		20,038,600		0

		15				アラン建設　株式会社				0		20,038,700		0

		16				株式会社　ヨコテック				0		20,039,800		0

		17				株式会社　ダイイチ				0		20,043,000		0

		18				株式会社　芳垣建設				0		20,052,000		0

		19				株式会社　似田貝建設				0		20,066,100		0

		20				株式会社　サショー				0		20,070,400		0

		21				坂本建設　株式会社				0		20,076,800		0

		22				有限会社　尚雲堂				0		20,085,800		0

		23				株式会社　宮野工務店				0		20,088,000		0

		24				株式会社　櫻井				0		20,105,000		0

		25				上條建設　株式会社				0		20,106,200		0

		26				株式会社　なごみ建設				0		20,107,945		0

		27				藤崎建業　株式会社				0		21,952,000		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		22,370,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,929,400





仮決定

																																平成26年3月27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						2012

		件　　　名 ケンメイ						汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				越膳

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　本田工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2012

		件　　　名 ケンメイ						汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		21,534,120														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,595,120												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				越膳

																										℡		641-3125

																						※　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　本田工務店

																												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																				2012

						2				件名 ケンメイ																				汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2012

																						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

										汲沢小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　本田工務店																								代表取締役　　本田　政敏 ダイヒョウトリシマリヤクホンダマサトシ

		相手方 アイテカタ

														21,534,120

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前10時50分										業者数 ギョウシャスウ										27						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,595,120

																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　本田工務店

																								$19,939,000

																								$21,534,120

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								南、港南、保土ケ谷、戸塚、栄、泉





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　本田工務店		19,939,000

		株式会社　アイシン		19,952,500

		菅野建設　株式会社		19,963,500

		日進建設　株式会社		19,974,400

		株式会社　谷津建設		19,993,600

		株式会社　ピーファイブ		20,020,000

		株式会社　浅岡装飾		20,021,150

		隅田建設　株式会社		20,027,050

		原建設　株式会社		20,027,860

		株式会社　佐藤薫工務店		20,028,800

		三共建設　株式会社		20,029,000

		横浜ダイワ　株式会社		20,033,900

		株式会社　水野工務店		20,035,000

		有限会社　ナカムラ建工		20,038,600

		アラン建設　株式会社		20,038,700

		株式会社　ヨコテック		20,039,800

		株式会社　ダイイチ		20,043,000

		株式会社　芳垣建設		20,052,000

		株式会社　似田貝建設		20,066,100

		株式会社　サショー		20,070,400

		坂本建設　株式会社		20,076,800

		有限会社　尚雲堂		20,085,800

		株式会社　宮野工務店		20,088,000

		株式会社　櫻井		20,105,000

		上條建設　株式会社		20,106,200

		株式会社　なごみ建設		20,107,945

		株式会社　櫻井		20,105,000

		上條建設　株式会社		20,106,200

		株式会社　なごみ建設		20,107,945

		藤崎建業　株式会社		21,952,000

		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






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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2019

		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										桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										港南区大久保一丁目６番４３号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　桜岡小学校　　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　六つ川小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$11,260,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにのいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										オリエント（株）														・		（有）サン・アート

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午後				1		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2019

		工事件名 コウジケンメイ										桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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												桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2019						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		27		日 ニチ				午後				1		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														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														663-8032																				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												11,260,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										16								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、南、港南、保土ケ谷、磯子、戸塚、栄																				担当　 タントウ		井形 イカタ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　イシケン																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				相模サービス　株式会社																																								南区								2																						中						Ａ																														中、南、港南、保土ケ谷、磯子、戸塚、栄、表彰者、

		B				有限会社　イワック																																								保土ケ谷区								3																						南						Ｂ																														南、港南、保土ケ谷、磯子、戸塚、栄、表彰者、

		B				アーバン・エンジニアーズ　株式会社																																								磯子区								4																						港南																																				港南、保土ケ谷、磯子、戸塚、栄、表彰者、

		A				株式会社　司工事																																								保土ケ谷区								5																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、磯子、戸塚、栄、表彰者、

		B				紘永工業　株式会社																																								戸塚区								6																						磯子								※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																												磯子、戸塚、栄、表彰者、

		B				有限会社　はま設備工業																																								保土ケ谷区								7																						戸塚								※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																												戸塚、栄、表彰者、

		A				株式会社　康栄社																																								磯子区								8																						栄																																				栄、表彰者、

		A				南海工業　株式会社																																								表彰者								9																						表彰者																																				表彰者、

		A				矢崎設備工業　株式会社																																								港南区								10																						0																																				0

		A				株式会社　アクトエンジニアリング																																								中区								11																						0																																				0

		A				株式会社　日本工業所																																								南区								12																						0																																				0

		B				株式会社　シーエスワン																																								中区								13																						0																																				0

		B				田中産商　株式会社																																								磯子区								14																						0																																				0

		B				根本設備　株式会社																																								保土ケ谷区								15																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

				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　イシケン		磯子区		B								9865000

		2		相模サービス　株式会社		南区		B								10130000

		3		有限会社　イワック		保土ケ谷区		B								9930100

		4		アーバン・エンジニアーズ　株式会社		磯子区		B								10041000

		5		株式会社　司工事		保土ケ谷区		A								9965200

		6		紘永工業　株式会社		戸塚区		B								10088800

		7		有限会社　はま設備工業		保土ケ谷区		B								9998000

		8		株式会社　康栄社		磯子区		A								10046000

		9		南海工業　株式会社		表彰者		A								10044000

		10		矢崎設備工業　株式会社		港南区		A								10020000

		11		株式会社　アクトエンジニアリング		中区		A								10059000

		12		株式会社　日本工業所		南区		A								10053000

		13		株式会社　シーエスワン		中区		B								9936900

		14		田中産商　株式会社		磯子区		B								10088000

		15		根本設備　株式会社		保土ケ谷区		B								9993800

		16		株式会社　神奈川産業		南区		A								9976300

		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				2019

		工事名 コウジメイ				桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午後1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　イシケン

				2		相模サービス　株式会社

				3		有限会社　イワック

				4		アーバン・エンジニアーズ　株式会社

				5		株式会社　司工事

				6		紘永工業　株式会社

				7		有限会社　はま設備工業

				8		株式会社　康栄社

				9		南海工業　株式会社

				10		矢崎設備工業　株式会社

				11		株式会社　アクトエンジニアリング

				12		株式会社　日本工業所

				13		株式会社　シーエスワン

				14		田中産商　株式会社

				15		根本設備　株式会社

				16		株式会社　神奈川産業

				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						2019																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														桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												11,260,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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

		

		桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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　イシケン						9,865,000		失格 シッカク

				有限会社　イワック						9,930,100		失格 シッカク

				株式会社　シーエスワン						9,936,900		失格 シッカク

				株式会社　司工事						9,965,200		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業						9,976,300		失格 シッカク

				根本設備　株式会社						9,993,800		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業				◎		9,998,000

				矢崎設備工業　株式会社						10,020,000

				アーバン・エンジニアーズ　株式会社						10,041,000

				南海工業　株式会社						10,044,000

				株式会社　康栄社						10,046,000

				株式会社　日本工業所						10,053,000

				株式会社　アクトエンジニアリング						10,059,000

				田中産商　株式会社						10,088,000

				紘永工業　株式会社						10,088,800

				相模サービス　株式会社						10,130,000

				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		11,260,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,996,000





公示用

		

		桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午後1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

				株式会社　イシケン																																				9,865,000		失格 シッカク

				有限会社　イワック																																				9,930,100		失格 シッカク

				株式会社　シーエスワン																																				9,936,900		失格 シッカク

				株式会社　司工事																																				9,965,200		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業																																				9,976,300		失格 シッカク

				根本設備　株式会社																																				9,993,800		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業																																		◎		9,998,000

				矢崎設備工業　株式会社																																				10,020,000

				アーバン・エンジニアーズ　株式会社																																				10,041,000

				南海工業　株式会社																																				10,044,000

				株式会社　康栄社																																				10,046,000

				株式会社　日本工業所																																				10,053,000

				株式会社　アクトエンジニアリング																																				10,059,000

				田中産商　株式会社																																				10,088,000

				紘永工業　株式会社																																				10,088,800

				相模サービス　株式会社																																				10,130,000

				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		11,260,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,996,000





Sheet2

		

				桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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				有限会社　はま設備工業				◎		9,998,000		0

		2				矢崎設備工業　株式会社				0		10,020,000		0

		3				アーバン・エンジニアーズ　株式会社				0		10,041,000		0

		4				南海工業　株式会社				0		10,044,000		0

		5				株式会社　康栄社				0		10,046,000		0

		6				株式会社　日本工業所				0		10,053,000		0

		7				株式会社　アクトエンジニアリング				0		10,059,000		0

		8				田中産商　株式会社				0		10,088,000		0

		9				紘永工業　株式会社				0		10,088,800		0

		10				相模サービス　株式会社				0		10,130,000		0

		11				株式会社　イシケン				0		9,865,000		失格

		12				有限会社　イワック				0		9,930,100		失格

		13				株式会社　シーエスワン				0		9,936,900		失格

		14				株式会社　司工事				0		9,965,200		失格

		15				株式会社　神奈川産業				0		9,976,300		失格

		16				根本設備　株式会社				0		9,993,800		失格

		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		11,260,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,996,000





仮決定

																																平成26年3月27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						2019

		件　　　名 ケンメイ						桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				井形

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		有限会社　はま設備工業														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2019

		件　　　名 ケンメイ						桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		10,797,840														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								799,840												】		【収入印紙代								\5,000						】

		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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				井形

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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

		有限会社　はま設備工業

																												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																				2019

						2				件名 ケンメイ																				桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2019

																						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

										桜岡小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										有限会社　はま設備工業																								代表取締役　　栁澤　一海 ダイヒョウトリシマリヤクヤナギサワイチウミ

		相手方 アイテカタ

														10,797,840

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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27日														午後1時00分										業者数 ギョウシャスウ										16						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$799,840

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\5,000

		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																有限会社　はま設備工業

																								$9,998,000

																								$10,797,840

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、南、港南、保土ケ谷、磯子、戸塚、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

		株式会社　イシケン		9,865,000

		有限会社　イワック		9,930,100

		株式会社　シーエスワン		9,936,900

		株式会社　司工事		9,965,200

		株式会社　神奈川産業		9,976,300

		根本設備　株式会社		9,993,800

		有限会社　はま設備工業		9,998,000

		矢崎設備工業　株式会社		10,020,000

		アーバン・エンジニアーズ　株式会社		10,041,000

		南海工業　株式会社		10,044,000

		株式会社　康栄社		10,046,000

		株式会社　日本工業所		10,053,000

		株式会社　アクトエンジニアリング		10,059,000

		田中産商　株式会社		10,088,000

		紘永工業　株式会社		10,088,800

		相模サービス　株式会社		10,130,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2006

		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										東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										瀬谷区東野１３０番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										東野中学校
  プール本体改修工事
  フレキシブルジョイント取付工事  １か所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上飯田中学校
  プール本体改修工事
  フレキシブルジョイント取付工事  １か所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$19,130,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						旭区内、緑区内、戸塚区内、栄区内、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。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										文庫写真館														・		（有）リバーストン

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				9		時 ジ		50		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第一						係 カカリ		電話 デンワ				641-3122

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2006

		工事件名 コウジケンメイ										東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2006						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		27		日 ニチ				午前				9		時 ジ		50		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														営繕														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														641-3122																				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												19,130,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										20								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		旭、緑、戸塚、栄、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		嶋田 シマダ										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								？

		B				株式会社　ヨコテック																																								泉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		B				株式会社　浅川建設																																								瀬谷区								2																						旭						Ｂ																														旭、緑、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　サショー																																								戸塚区								3																						緑						Ｃ																														緑、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　坂口工務店																																								旭区								4																						戸塚																																				戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				敷地建設　株式会社																																								緑区								5																						栄																																				栄、泉、瀬谷、表彰者、

		C				株式会社　三洋工業																																								瀬谷区								6																						泉								※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																												泉、瀬谷、表彰者、

		B				三武建設　株式会社																																								表彰者								7																						瀬谷								※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																												瀬谷、表彰者、

		B				藤崎建業　株式会社																																								戸塚区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								9																						0																																				0

		C				株式会社　大谷工務店																																								旭区								10																						0																																				0

		B				三共建設　株式会社																																								表彰者								11																						0																																				0

		C				株式会社　オキナ																																								旭区								12																						0																																				0

		B				隅田建設　株式会社																																								戸塚区								13																						0																																				0

		B				坂本建設　株式会社																																								泉区								14																						0																																				0

		B				日進建設　株式会社																																								戸塚区								15																						0																																				0

		B				株式会社　栗原工務店																																								旭区								16																						0																																				0

		B				石黒建設　株式会社																																								旭区								17

		B				上條建設　株式会社																																								戸塚区								18

		B				小林建設林産　株式会社 コバヤシケンセツリンサンカブシキカイシャ																																								緑区								19

		B				株式会社　谷津建設																																								表彰者								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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　ヨコテック		泉区		B								17116800

		2		株式会社　浅川建設		瀬谷区		B								17105900

		3		株式会社　サショー		戸塚区		B								17158600

		4		株式会社　坂口工務店		旭区		B								17149000

		5		敷地建設　株式会社		緑区		B								17166000

		6		株式会社　三洋工業		瀬谷区		C								17153100

		7		三武建設　株式会社		表彰者		B								17100000

		8		藤崎建業　株式会社		戸塚区		B								17996000

		9		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								17156000

		10		株式会社　大谷工務店		旭区		C								17115100

		11		三共建設　株式会社		表彰者		B								17158200

		12		株式会社　オキナ		旭区		C								17184500

		13		隅田建設　株式会社		戸塚区		B								17105230

		14		坂本建設　株式会社		泉区		B								17154800

		15		日進建設　株式会社		戸塚区		B								17042400

		16		株式会社　栗原工務店		旭区		B								17057000

		17		石黒建設　株式会社		旭区		B								17162000

		18		上條建設　株式会社		戸塚区		B								17127000

		19		小林建設林産　株式会社		緑区		B								17118000

		20		株式会社　谷津建設		表彰者		B								17080700

		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				2006

		工事名 コウジメイ				東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前9時50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　ヨコテック

				2		株式会社　浅川建設

				3		株式会社　サショー

				4		株式会社　坂口工務店

				5		敷地建設　株式会社

				6		株式会社　三洋工業

				7		三武建設　株式会社

				8		藤崎建業　株式会社

				9		株式会社　芳垣建設

				10		株式会社　大谷工務店

				11		三共建設　株式会社

				12		株式会社　オキナ

				13		隅田建設　株式会社

				14		坂本建設　株式会社

				15		日進建設　株式会社

				16		株式会社　栗原工務店

				17		石黒建設　株式会社

				18		上條建設　株式会社

				19		小林建設林産　株式会社

				20		株式会社　谷津建設

				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						2006																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														東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				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												19,130,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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

				日進建設　株式会社				◎		17,042,400

				株式会社　栗原工務店						17,057,000

				株式会社　谷津建設						17,080,700

				三武建設　株式会社						17,100,000

				隅田建設　株式会社						17,105,230

				株式会社　浅川建設						17,105,900

				株式会社　大谷工務店						17,115,100

				株式会社　ヨコテック						17,116,800

				小林建設林産　株式会社						17,118,000

				上條建設　株式会社						17,127,000

				株式会社　坂口工務店						17,149,000

				株式会社　三洋工業						17,153,100

				坂本建設　株式会社						17,154,800

				株式会社　芳垣建設						17,156,000

				三共建設　株式会社						17,158,200

				株式会社　サショー						17,158,600

				石黒建設　株式会社						17,162,000

				敷地建設　株式会社						17,166,000

				株式会社　オキナ						17,184,500

				藤崎建業　株式会社						17,996,000

				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		19,130,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,031,900





公示用

		

		東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前9時50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

				日進建設　株式会社																																		◎		17,042,400

				株式会社　栗原工務店																																				17,057,000

				株式会社　谷津建設																																				17,080,700

				三武建設　株式会社																																				17,100,000

				隅田建設　株式会社																																				17,105,230

				株式会社　浅川建設																																				17,105,900

				株式会社　大谷工務店																																				17,115,100

				株式会社　ヨコテック																																				17,116,800

				小林建設林産　株式会社																																				17,118,000

				上條建設　株式会社																																				17,127,000

				株式会社　坂口工務店																																				17,149,000

				株式会社　三洋工業																																				17,153,100

				坂本建設　株式会社																																				17,154,800

				株式会社　芳垣建設																																				17,156,000

				三共建設　株式会社																																				17,158,200

				株式会社　サショー																																				17,158,600

				石黒建設　株式会社																																				17,162,000

				敷地建設　株式会社																																				17,166,000

				株式会社　オキナ																																				17,184,500

				藤崎建業　株式会社																																				17,996,000

				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		19,130,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,031,900





Sheet2

		

				東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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				日進建設　株式会社				◎		17,042,400		0

		2				株式会社　栗原工務店				0		17,057,000		0

		3				株式会社　谷津建設				0		17,080,700		0

		4				三武建設　株式会社				0		17,100,000		0

		5				隅田建設　株式会社				0		17,105,230		0

		6				株式会社　浅川建設				0		17,105,900		0

		7				株式会社　大谷工務店				0		17,115,100		0

		8				株式会社　ヨコテック				0		17,116,800		0

		9				小林建設林産　株式会社				0		17,118,000		0

		10				上條建設　株式会社				0		17,127,000		0

		11				株式会社　坂口工務店				0		17,149,000		0

		12				株式会社　三洋工業				0		17,153,100		0

		13				坂本建設　株式会社				0		17,154,800		0

		14				株式会社　芳垣建設				0		17,156,000		0

		15				三共建設　株式会社				0		17,158,200		0

		16				株式会社　サショー				0		17,158,600		0

		17				石黒建設　株式会社				0		17,162,000		0

		18				敷地建設　株式会社				0		17,166,000		0

		19				株式会社　オキナ				0		17,184,500		0

		20				藤崎建業　株式会社				0		17,996,000		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		19,130,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,031,900





仮決定

																																平成26年3月27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						2006

		件　　　名 ケンメイ						東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				嶋田

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		日進建設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2006

		件　　　名 ケンメイ						東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		18,405,792														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,363,392												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				嶋田

																										℡		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





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

		日進建設　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																				2006

						2				件名 ケンメイ																				東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2006

																						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

										東野中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										日進建設　株式会社																								代表取締役　　水津　武 ダイヒョウトリシマリヤクスイツタケシ

		相手方 アイテカタ

														18,405,792

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前9時50分										業者数 ギョウシャスウ										20						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,363,392

																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																日進建設　株式会社

																								$17,042,400

																								$18,405,792

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								旭、緑、戸塚、栄、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

		日進建設　株式会社		17,042,400

		株式会社　栗原工務店		17,057,000

		株式会社　谷津建設		17,080,700

		三武建設　株式会社		17,100,000

		隅田建設　株式会社		17,105,230

		株式会社　浅川建設		17,105,900

		株式会社　大谷工務店		17,115,100

		株式会社　ヨコテック		17,116,800

		小林建設林産　株式会社		17,118,000

		上條建設　株式会社		17,127,000

		株式会社　坂口工務店		17,149,000

		株式会社　三洋工業		17,153,100

		坂本建設　株式会社		17,154,800

		株式会社　芳垣建設		17,156,000

		三共建設　株式会社		17,158,200

		株式会社　サショー		17,158,600

		石黒建設　株式会社		17,162,000

		敷地建設　株式会社		17,166,000

		株式会社　オキナ		17,184,500

		藤崎建業　株式会社		17,996,000
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		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0






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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2008

		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										羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										神奈川区羽沢町９３５番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										羽沢小学校
　プール本体シート防水工事　約２８５ｍ2
　フレキシブル継手設置工事　１か所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白幡小学校
  プール本体シート防水工事　約２８５ｍ2
  フレキシブル継手設置工事　１か所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$13,110,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				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、港北区内又は緑区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										亜細亜工業写真（株）														・		（株）せいざん

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				10		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						する						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										要求

		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																																												該当する

		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																		営繕				課 カ		建築第一						係 カカリ		電話 デンワ				641-3122

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2008

		工事件名 コウジケンメイ										羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2008						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		27		日 ニチ				午前				10		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														営繕														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														641-3122																				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												13,110,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										14								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		鶴見、神奈川、西、港北、緑																				担当　 タントウ		園田 ソノタ										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								？

		B				森田建設　株式会社																																								鶴見区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		B				新栄建設　株式会社																																								神奈川区								2																						鶴見						Ｂ																														鶴見、神奈川、西、港北、緑、表彰者、

		B				今井建設　株式会社																																								鶴見区								3																						神奈川						Ｃ																														神奈川、西、港北、緑、表彰者、

		Ｃ				アサヒペイント　株式会社																																								西区								4																						西																																				西、港北、緑、表彰者、

		C				株式会社　大和建設																																								西区								5																						港北																																				港北、緑、表彰者、

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								6																						緑								※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																												緑、表彰者、

		Ｃ				株式会社　坂井工務店																																								鶴見								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、

		C				やまぶき建設　株式会社																																								港北区								8																						0																																				0

		B				蒲工　株式会社																																								港北区								9																						0																																				0

		C				有限会社　カサイ																																								西区								10																						0																																				0

		B				横浜塗装工業　株式会社 ヨコハマトソウコウギョウカブシキカイシャ																																								鶴見区								11																						0																																				0

		B				株式会社　清水工務店																																								神奈川区								12																						0																																				0

		B				小林建設林産　株式会社 コバヤシケンセツリンサンカブシキカイシャ																																								緑区								13																						0																																				0

		B				株式会社　谷津建設																																								表彰者								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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		森田建設　株式会社		鶴見区		B								11698300

		2		新栄建設　株式会社		神奈川区		B								11770000

		3		今井建設　株式会社		鶴見区		B								11331000

		4		アサヒペイント　株式会社		西区		Ｃ								11725600

		5		株式会社　大和建設		西区		C								11307380

		6		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								11737000

		7		株式会社　坂井工務店		鶴見		Ｃ								11697400

		8		やまぶき建設　株式会社		港北区		C								11688000

		9		蒲工　株式会社		港北区		B								11666000

		10		有限会社　カサイ		西区		C								11692200

		11		横浜塗装工業　株式会社		鶴見区		B								11763000

		12		株式会社　清水工務店		神奈川区		B								11698000

		13		小林建設林産　株式会社		緑区		B								11713000

		14		株式会社　谷津建設		表彰者		B								11680600

		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				2008

		工事名 コウジメイ				羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前10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		森田建設　株式会社

				2		新栄建設　株式会社

				3		今井建設　株式会社

				4		アサヒペイント　株式会社

				5		株式会社　大和建設

				6		株式会社　芳垣建設

				7		株式会社　坂井工務店

				8		やまぶき建設　株式会社

				9		蒲工　株式会社

				10		有限会社　カサイ

				11		横浜塗装工業　株式会社

				12		株式会社　清水工務店

				13		小林建設林産　株式会社

				14		株式会社　谷津建設

				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						2008																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														羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				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												13,110,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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　大和建設						11,307,380		失格 シッカク

				今井建設　株式会社						11,331,000		失格 シッカク

				蒲工　株式会社						11,666,000		失格 シッカク

				株式会社　谷津建設						11,680,600		失格 シッカク

				やまぶき建設　株式会社						11,688,000		失格 シッカク

				有限会社　カサイ						11,692,200		失格 シッカク

				株式会社　坂井工務店						11,697,400		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店						11,698,000		失格 シッカク

				森田建設　株式会社						11,698,300		失格 シッカク

				小林建設林産　株式会社						11,713,000		失格 シッカク

				アサヒペイント　株式会社				◎		11,725,600

				株式会社　芳垣建設						11,737,000

				横浜塗装工業　株式会社						11,763,000

				新栄建設　株式会社						11,770,000

				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		13,110,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,718,900





公示用

		

		羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前10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

				株式会社　大和建設																																				11,307,380		失格 シッカク

				今井建設　株式会社																																				11,331,000		失格 シッカク

				蒲工　株式会社																																				11,666,000		失格 シッカク

				株式会社　谷津建設																																				11,680,600		失格 シッカク

				やまぶき建設　株式会社																																				11,688,000		失格 シッカク

				有限会社　カサイ																																				11,692,200		失格 シッカク

				株式会社　坂井工務店																																				11,697,400		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店																																				11,698,000		失格 シッカク

				森田建設　株式会社																																				11,698,300		失格 シッカク

				小林建設林産　株式会社																																				11,713,000		失格 シッカク

				アサヒペイント　株式会社																																		◎		11,725,600

				株式会社　芳垣建設																																				11,737,000

				横浜塗装工業　株式会社																																				11,763,000

				新栄建設　株式会社																																				11,770,000

				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		13,110,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,718,900





Sheet2

		

				羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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				アサヒペイント　株式会社				◎		11,725,600		0

		2				株式会社　芳垣建設				0		11,737,000		0

		3				横浜塗装工業　株式会社				0		11,763,000		0

		4				新栄建設　株式会社				0		11,770,000		0

		5				株式会社　大和建設				0		11,307,380		失格

		6				今井建設　株式会社				0		11,331,000		失格

		7				蒲工　株式会社				0		11,666,000		失格

		8				株式会社　谷津建設				0		11,680,600		失格

		9				やまぶき建設　株式会社				0		11,688,000		失格

		10				有限会社　カサイ				0		11,692,200		失格

		11				株式会社　坂井工務店				0		11,697,400		失格

		12				株式会社　清水工務店				0		11,698,000		失格

		13				森田建設　株式会社				0		11,698,300		失格

		14				小林建設林産　株式会社				0		11,713,000		失格

		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		13,110,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,718,900





仮決定

																																平成26年3月27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						2008

		件　　　名 ケンメイ						羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				園田

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		アサヒペイント　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2008

		件　　　名 ケンメイ						羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		12,663,648														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								938,048												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				園田

																										℡		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





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

		アサヒペイント　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																				2008

						2				件名 ケンメイ																				羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2008

																						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

										羽沢小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										アサヒペイント　株式会社																								代表取締役　　渡辺　治郎 ダイヒョウトリシマリヤクワタナベジロウ

		相手方 アイテカタ

														12,663,648

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前10時10分										業者数 ギョウシャスウ										14						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$938,048

																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																アサヒペイント　株式会社

																								$11,725,600

																								$12,663,648

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、西、港北、緑





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　大和建設		11,307,380

		今井建設　株式会社		11,331,000

		蒲工　株式会社		11,666,000

		株式会社　谷津建設		11,680,600

		やまぶき建設　株式会社		11,688,000

		有限会社　カサイ		11,692,200

		株式会社　坂井工務店		11,697,400

		株式会社　清水工務店		11,698,000

		森田建設　株式会社		11,698,300

		小林建設林産　株式会社		11,713,000

		アサヒペイント　株式会社		11,725,600

		株式会社　芳垣建設		11,737,000

		横浜塗装工業　株式会社		11,763,000

		新栄建設　株式会社		11,770,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2023

		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										いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										緑区いぶき野１４番地１ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　いぶき野小学校　珪藻土式  ３４ｍ3/ｈ以上
　鴨居中学校      砂ろ過式　６７ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$10,470,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は瀬谷区内のいずれかに、のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		亜細亜工業写真（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午後				1		時 ジ		40		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2023

		工事件名 コウジケンメイ										いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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												いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2023						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		27		日 ニチ				午後				1		時 ジ		40		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														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														663-8032																				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												10,470,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										26								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		神奈川、旭、港北、緑、青葉、瀬谷																				担当　 タントウ		斉藤 サイトウ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　イエス																																								旭区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				永野工業　株式会社																																								旭区								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、旭、港北、緑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								瀬谷区								3																						旭						Ｂ																														旭、港北、緑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				富田屋管工　株式会社																																								神奈川区								4																						港北																																				港北、緑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				親亜　有限会社																																								旭区								5																						緑																																				緑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ケイセツ																																								瀬谷区								6																						青葉								※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																												青葉、瀬谷、表彰者、

		B				有限会社　佐藤設備工業所																																								神奈川区								7																						瀬谷								※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																												瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　相設																																								瀬谷区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				アクアテック　株式会社																																								瀬谷区								9																						0																																				0

		A				有限会社　柴田工務店																																								神奈川区								10																						0																																				0

		B				関東工業　株式会社																																								緑区								11																						0																																				0

		B				有限会社　鈴木商店																																								青葉								12																						0																																				0

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								13																						0																																				0

		A				株式会社　司工事																																								表彰者								14																						0																																				0

		B				有限会社　海藤住建																																								緑区								15																						0																																				0

		B				有限会社　はま設備工業																																								表彰者								16																						0																																				0

		B				クリスタルエンジニアリング　株式会社																																								青葉区								17

		B				関戸工業　株式会社																																								瀬谷区								18

		A				株式会社　京浜設備工業所																																								神奈川区								19

		B				株式会社　田中ポンプ製作所																																								緑区								20

		B				株式会社　高栄設備工業 カブシキカイシャコウエイセツビコウギョウ																																								瀬谷区								21

		A				有限会社　佐藤工業所																																								港北区								22

		A				太建工業　株式会社																																								神奈川区								23

		B				三誠ジューキ　株式会社																																								旭区								24

		B				株式会社　力設備																																								神奈川区								25

		B				株式会社　今野設備																																								港北区								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

				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　イエス		旭区		B								9251000

		2		永野工業　株式会社		旭区		B								9297000

		3		株式会社　小松工業		瀬谷区		A								9363000

		4		富田屋管工　株式会社		神奈川区		B								9740000

		5		親亜　有限会社		旭区		B								9296000

		6		株式会社　ケイセツ		瀬谷区		B								9380000

		7		有限会社　佐藤設備工業所		神奈川区		B								9337700

		8		株式会社　相設		瀬谷区		B								9308000

		9		アクアテック　株式会社		瀬谷区		B								9307000

		10		有限会社　柴田工務店		神奈川区		A								9265000

		11		関東工業　株式会社		緑区		B								9611000

		12		有限会社　鈴木商店		青葉		B								9273000

		13		興和工業　株式会社		旭区		A								9278500

		14		株式会社　司工事		表彰者		A								9258900

		15		有限会社　海藤住建		緑区		B								9500000

		16		有限会社　はま設備工業		表彰者		B								9276000

		17		クリスタルエンジニアリング　株式会社		青葉区		B								9060153

		18		関戸工業　株式会社		瀬谷区		B								9234600

		19		株式会社　京浜設備工業所		神奈川区		A								9421000

		20		株式会社　田中ポンプ製作所		緑区		B								9289100

		21		株式会社　高栄設備工業		瀬谷区		B								9306000

		22		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								8995000

		23		太建工業　株式会社		神奈川区		A								9360000

		24		三誠ジューキ　株式会社		旭区		B								9334000

		25		株式会社　力設備		神奈川区		B								9407500

		26		株式会社　今野設備		港北区		B								9266000

		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				2023

		工事名 コウジメイ				いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午後1時40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　イエス

				2		永野工業　株式会社

				3		株式会社　小松工業

				4		富田屋管工　株式会社

				5		親亜　有限会社

				6		株式会社　ケイセツ

				7		有限会社　佐藤設備工業所

				8		株式会社　相設

				9		アクアテック　株式会社

				10		有限会社　柴田工務店

				11		関東工業　株式会社

				12		有限会社　鈴木商店

				13		興和工業　株式会社

				14		株式会社　司工事

				15		有限会社　海藤住建

				16		有限会社　はま設備工業

				17		クリスタルエンジニアリング　株式会社

				18		関戸工業　株式会社

				19		株式会社　京浜設備工業所

				20		株式会社　田中ポンプ製作所

				21		株式会社　高栄設備工業

				22		有限会社　佐藤工業所

				23		太建工業　株式会社

				24		三誠ジューキ　株式会社

				25		株式会社　力設備

				26		株式会社　今野設備

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2023																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														いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												10,470,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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

		

		いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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

				有限会社　佐藤工業所						8,995,000		失格 シッカク

				クリスタルエンジニアリング　株式会社						9,060,153		失格 シッカク

				関戸工業　株式会社						9,234,600		失格 シッカク

				株式会社　イエス						9,251,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事						9,258,900		失格 シッカク

				有限会社　柴田工務店						9,265,000		失格 シッカク

				株式会社　今野設備						9,266,000		失格 シッカク

				有限会社　鈴木商店						9,273,000		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業						9,276,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社						9,278,500		失格 シッカク

				株式会社　田中ポンプ製作所						9,289,100		失格 シッカク

				親亜　有限会社				◎		9,296,000

				永野工業　株式会社						9,297,000

				株式会社　高栄設備工業						9,306,000

				アクアテック　株式会社						9,307,000

				株式会社　相設						9,308,000

				三誠ジューキ　株式会社						9,334,000

				有限会社　佐藤設備工業所						9,337,700

				太建工業　株式会社						9,360,000

				株式会社　小松工業						9,363,000

				株式会社　ケイセツ						9,380,000

				株式会社　力設備						9,407,500

				株式会社　京浜設備工業所						9,421,000

				有限会社　海藤住建						9,500,000

				関東工業　株式会社						9,611,000

				富田屋管工　株式会社						9,740,000

				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		10,470,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,292,300





公示用

		

		いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午後1時40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

				有限会社　佐藤工業所																																				8,995,000		失格 シッカク

				クリスタルエンジニアリング　株式会社																																				9,060,153		失格 シッカク

				関戸工業　株式会社																																				9,234,600		失格 シッカク

				株式会社　イエス																																				9,251,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事																																				9,258,900		失格 シッカク

				有限会社　柴田工務店																																				9,265,000		失格 シッカク

				株式会社　今野設備																																				9,266,000		失格 シッカク

				有限会社　鈴木商店																																				9,273,000		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業																																				9,276,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社																																				9,278,500		失格 シッカク

				株式会社　田中ポンプ製作所																																				9,289,100		失格 シッカク

				親亜　有限会社																																		◎		9,296,000

				永野工業　株式会社																																				9,297,000

				株式会社　高栄設備工業																																				9,306,000

				アクアテック　株式会社																																				9,307,000

				株式会社　相設																																				9,308,000

				三誠ジューキ　株式会社																																				9,334,000

				有限会社　佐藤設備工業所																																				9,337,700

				太建工業　株式会社																																				9,360,000

				株式会社　小松工業																																				9,363,000

				株式会社　ケイセツ																																				9,380,000

				株式会社　力設備																																				9,407,500

				株式会社　京浜設備工業所																																				9,421,000

				有限会社　海藤住建																																				9,500,000

				関東工業　株式会社																																				9,611,000

				富田屋管工　株式会社																																				9,740,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		10,470,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,292,300





Sheet2

		

				いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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				親亜　有限会社				◎		9,296,000		0

		2				永野工業　株式会社				0		9,297,000		0

		3				株式会社　高栄設備工業				0		9,306,000		0

		4				アクアテック　株式会社				0		9,307,000		0

		5				株式会社　相設				0		9,308,000		0

		6				三誠ジューキ　株式会社				0		9,334,000		0

		7				有限会社　佐藤設備工業所				0		9,337,700		0

		8				太建工業　株式会社				0		9,360,000		0

		9				株式会社　小松工業				0		9,363,000		0

		10				株式会社　ケイセツ				0		9,380,000		0

		11				株式会社　力設備				0		9,407,500		0

		12				株式会社　京浜設備工業所				0		9,421,000		0

		13				有限会社　海藤住建				0		9,500,000		0

		14				関東工業　株式会社				0		9,611,000		0

		15				富田屋管工　株式会社				0		9,740,000		0

		16				有限会社　佐藤工業所				0		8,995,000		失格

		17				クリスタルエンジニアリング　株式会社				0		9,060,153		失格

		18				関戸工業　株式会社				0		9,234,600		失格

		19				株式会社　イエス				0		9,251,000		失格

		20				株式会社　司工事				0		9,258,900		失格

		21				有限会社　柴田工務店				0		9,265,000		失格

		22				株式会社　今野設備				0		9,266,000		失格

		23				有限会社　鈴木商店				0		9,273,000		失格

		24				有限会社　はま設備工業				0		9,276,000		失格

		25				興和工業　株式会社				0		9,278,500		失格

		26				株式会社　田中ポンプ製作所				0		9,289,100		失格

		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		10,470,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,292,300





仮決定

																																平成26年3月27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						2023

		件　　　名 ケンメイ						いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				斉藤

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		親亜　有限会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2023

		件　　　名 ケンメイ						いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		10,039,680														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								743,680												】		【収入印紙代  ￥								5,000						】

		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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				斉藤

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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

		親亜　有限会社

																												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																				2023

						2				件名 ケンメイ																				いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2023

																						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

										いぶき野小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										親亜　有限会社																								代表取締役　　岩佐　賢吾 ダイヒョウトリシマリヤクイワサケンゴ

		相手方 アイテカタ

														10,039,680

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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27日														午後1時40分										業者数 ギョウシャスウ										26						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$743,680

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\5,000

		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																親亜　有限会社

																								$9,296,000

																								$10,039,680

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								神奈川、旭、港北、緑、青葉、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

		有限会社　佐藤工業所		8,995,000

		クリスタルエンジニアリング　株式会社		9,060,153

		関戸工業　株式会社		9,234,600

		株式会社　イエス		9,251,000

		株式会社　司工事		9,258,900

		有限会社　柴田工務店		9,265,000

		株式会社　今野設備		9,266,000

		有限会社　鈴木商店		9,273,000

		有限会社　はま設備工業		9,276,000

		興和工業　株式会社		9,278,500

		株式会社　田中ポンプ製作所		9,289,100

		親亜　有限会社		9,296,000

		永野工業　株式会社		9,297,000

		株式会社　高栄設備工業		9,306,000

		アクアテック　株式会社		9,307,000

		株式会社　相設		9,308,000

		三誠ジューキ　株式会社		9,334,000

		有限会社　佐藤設備工業所		9,337,700

		太建工業　株式会社		9,360,000

		株式会社　小松工業		9,363,000

		株式会社　ケイセツ		9,380,000

		株式会社　力設備		9,407,500

		株式会社　京浜設備工業所		9,421,000

		有限会社　海藤住建		9,500,000

		関東工業　株式会社		9,611,000

		富田屋管工　株式会社		9,740,000

		有限会社　海藤住建		9,500,000

		関東工業　株式会社		9,611,000

		富田屋管工　株式会社		9,740,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2021

		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										稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										西区藤棚町２丁目２２０番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　稲荷台小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　新井小学校　　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$10,970,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						神奈川区内、西区内、南区内又は保土ケ谷区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）サン・アート														・		（株）アイ・テック

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午後				1		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2021

		工事件名 コウジケンメイ										稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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												稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2021						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		27		日 ニチ				午後				1		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														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														663-8032																				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												10,970,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										17								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		神奈川、西、南、保土ケ谷																				担当　 タントウ		林 ハヤシ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				相模サービス　株式会社																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				富田屋管工　株式会社																																								神奈川区								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、西、南、保土ケ谷、表彰者、

		B				有限会社　佐藤設備工業所																																								神奈川区								3																						西						Ｂ																														西、南、保土ケ谷、表彰者、

		B				有限会社　イワック																																								保土ケ谷区								4																						南																																				南、保土ケ谷、表彰者、

		A				有限会社　柴田工務店																																								神奈川区								5																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、表彰者、

		A				株式会社　司工事																																								保土ケ谷区								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、

		B				有限会社　はま設備工業																																								保土ケ谷区								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

		A				南海工業　株式会社																																								西区								8																						0																																				0

		A				株式会社　日本工業所																																								南区								9																						0																																				0

		A				株式会社　京浜設備工業所 カブシキカイシャケイヒンセツビコウギョウショ																																								神奈川区								10																						0																																				0

		B				三和工業　株式会社																																								西区								11																						0																																				0

		B				田中産商　株式会社																																								表彰者								12																						0																																				0

		A				太建工業　株式会社																																								神奈川区								13																						0																																				0

		B				豊正工業　株式会社																																								西区								14																						0																																				0

		B				根本設備　株式会社 ネモトセツビカブシキカイシャ																																								保土ケ谷区								15																						0																																				0

		B				株式会社　力設備																																								神奈川区								16																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

				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		相模サービス　株式会社		南区		B								9880000

		2		富田屋管工　株式会社		神奈川区		B								9788000

		3		有限会社　佐藤設備工業所		神奈川区		B								9751800

		4		有限会社　イワック		保土ケ谷区		B								9674400

		5		有限会社　柴田工務店		神奈川区		A								9714000

		6		株式会社　司工事		保土ケ谷区		A								9687900

		7		有限会社　はま設備工業		保土ケ谷区		B								9657000

		8		南海工業　株式会社		西区		A								9760000

		9		株式会社　日本工業所		南区		A								9792000

		10		株式会社　京浜設備工業所		神奈川区		A								9835500

		11		三和工業　株式会社		西区		B								9829000

		12		田中産商　株式会社		表彰者		B								9860000

		13		太建工業　株式会社		神奈川区		A								9790000

		14		豊正工業　株式会社		西区		B								9825800

		15		根本設備　株式会社		保土ケ谷区		B								9736000

		16		株式会社　力設備		神奈川区		B								9856500

		17		株式会社　神奈川産業		南区		A								9719400

		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				2021

		工事名 コウジメイ				稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午後1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		相模サービス　株式会社

				2		富田屋管工　株式会社

				3		有限会社　佐藤設備工業所

				4		有限会社　イワック

				5		有限会社　柴田工務店

				6		株式会社　司工事

				7		有限会社　はま設備工業

				8		南海工業　株式会社

				9		株式会社　日本工業所

				10		株式会社　京浜設備工業所

				11		三和工業　株式会社

				12		田中産商　株式会社

				13		太建工業　株式会社

				14		豊正工業　株式会社

				15		根本設備　株式会社

				16		株式会社　力設備

				17		株式会社　神奈川産業

				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						2021																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														稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												10,970,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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

		

		稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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

				有限会社　はま設備工業						9,657,000		失格 シッカク

				有限会社　イワック						9,674,400		失格 シッカク

				株式会社　司工事						9,687,900		失格 シッカク

				有限会社　柴田工務店						9,714,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業						9,719,400		失格 シッカク

				根本設備　株式会社						9,736,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤設備工業所				◎		9,751,800

				南海工業　株式会社						9,760,000

				富田屋管工　株式会社						9,788,000

				太建工業　株式会社						9,790,000

				株式会社　日本工業所						9,792,000

				豊正工業　株式会社						9,825,800

				三和工業　株式会社						9,829,000

				株式会社　京浜設備工業所						9,835,500

				株式会社　力設備						9,856,500

				田中産商　株式会社						9,860,000

				相模サービス　株式会社						9,880,000

				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		10,970,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,740,700





公示用

		

		稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午後1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

				有限会社　はま設備工業																																				9,657,000		失格 シッカク

				有限会社　イワック																																				9,674,400		失格 シッカク

				株式会社　司工事																																				9,687,900		失格 シッカク

				有限会社　柴田工務店																																				9,714,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業																																				9,719,400		失格 シッカク

				根本設備　株式会社																																				9,736,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤設備工業所																																		◎		9,751,800

				南海工業　株式会社																																				9,760,000

				富田屋管工　株式会社																																				9,788,000

				太建工業　株式会社																																				9,790,000

				株式会社　日本工業所																																				9,792,000

				豊正工業　株式会社																																				9,825,800

				三和工業　株式会社																																				9,829,000

				株式会社　京浜設備工業所																																				9,835,500

				株式会社　力設備																																				9,856,500

				田中産商　株式会社																																				9,860,000

				相模サービス　株式会社																																				9,880,000

				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		10,970,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,740,700





Sheet2

		

				稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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				有限会社　佐藤設備工業所				◎		9,751,800		0

		2				南海工業　株式会社				0		9,760,000		0

		3				富田屋管工　株式会社				0		9,788,000		0

		4				太建工業　株式会社				0		9,790,000		0

		5				株式会社　日本工業所				0		9,792,000		0

		6				豊正工業　株式会社				0		9,825,800		0

		7				三和工業　株式会社				0		9,829,000		0

		8				株式会社　京浜設備工業所				0		9,835,500		0

		9				株式会社　力設備				0		9,856,500		0

		10				田中産商　株式会社				0		9,860,000		0

		11				相模サービス　株式会社				0		9,880,000		0

		12				有限会社　はま設備工業				0		9,657,000		失格

		13				有限会社　イワック				0		9,674,400		失格

		14				株式会社　司工事				0		9,687,900		失格

		15				有限会社　柴田工務店				0		9,714,000		失格

		16				株式会社　神奈川産業				0		9,719,400		失格

		17				根本設備　株式会社				0		9,736,000		失格

		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		10,970,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,740,700





仮決定

																																平成26年3月27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						2021

		件　　　名 ケンメイ						稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				林

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		有限会社　佐藤設備工業所														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2021

		件　　　名 ケンメイ						稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		10,531,944														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								780,144												】		【収入印紙代  ￥								5,000						】

		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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				林

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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

		有限会社　佐藤設備工業所

																												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																				2021

						2				件名 ケンメイ																				稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2021

																						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

										稲荷台小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										有限会社　佐藤設備工業所																								代表取締役　　佐藤　光治 ダイヒョウトリシマリヤクサトウヒカリオサム

		相手方 アイテカタ

														10,531,944

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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27日														午後1時20分										業者数 ギョウシャスウ										17						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$780,144

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\5,000

		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																有限会社　佐藤設備工業所

																								$9,751,800

																								$10,531,944

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								神奈川、西、南、保土ケ谷





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		有限会社　はま設備工業		9,657,000

		有限会社　イワック		9,674,400

		株式会社　司工事		9,687,900

		有限会社　柴田工務店		9,714,000

		株式会社　神奈川産業		9,719,400

		根本設備　株式会社		9,736,000

		有限会社　佐藤設備工業所		9,751,800

		南海工業　株式会社		9,760,000

		富田屋管工　株式会社		9,788,000

		太建工業　株式会社		9,790,000

		株式会社　日本工業所		9,792,000

		豊正工業　株式会社		9,825,800

		三和工業　株式会社		9,829,000

		株式会社　京浜設備工業所		9,835,500

		株式会社　力設備		9,856,500

		田中産商　株式会社		9,860,000

		相模サービス　株式会社		9,880,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2009

		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										矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										鶴見区矢向三丁目８番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										矢向小学校
　プール本体改修工事
　フレキシブルジョイント取付工事　１か所
　塩素供給機新規取付工事
上末吉小学校
　プール本体改修工事
　フレキシブルジョイント取付工事　１か所
　塩素供給機新規取付工事

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$12,590,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						鶴見区内、神奈川区内、港北区内、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。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										東洋製図工業（株）														・		関東コピー（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				10		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第一						係 カカリ		電話 デンワ				641-3122

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2009

		工事件名 コウジケンメイ										矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2009						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		27		日 ニチ				午前				10		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														営繕														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														641-3122																				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												12,590,000																				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				26				年 ネン		6				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														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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		鶴見、神奈川、港北、都筑、青葉																				担当　 タントウ		柏木 カシワギ										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

		B				森田建設　株式会社																																								鶴見区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		B				今井建設　株式会社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ｂ																														鶴見、神奈川、港北、都筑、青葉、表彰者、

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								3																						神奈川						Ｃ																														神奈川、港北、都筑、青葉、表彰者、

		Ｃ				株式会社　坂井工務店																																								鶴見								4																						港北																																				港北、都筑、青葉、表彰者、

		C				やまぶき建設　株式会社																																								港北区								5																						都筑																																				都筑、青葉、表彰者、

		B				蒲工　株式会社																																								港北区								6																						青葉								※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																												青葉、表彰者、

		C				松尾化学工業　株式会社 マツオカガクコウギョウカブシキカイシャ																																								鶴見区								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、

		B				横浜塗装工業　株式会社																																								鶴見区								8																						0																																				0

		B				株式会社　清水工務店																																								神奈川区								9																						0																																				0

		B				株式会社　谷津建設																																								表彰者								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								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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		森田建設　株式会社		鶴見区		B								11200400

		2		今井建設　株式会社		鶴見区		B								10876000

		3		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								11269000

		4		株式会社　坂井工務店		鶴見		Ｃ								11228700

		5		やまぶき建設　株式会社		港北区		C								11200000

		6		蒲工　株式会社		港北区		B								11188000

		7		松尾化学工業　株式会社		鶴見区		C								11465700

		8		横浜塗装工業　株式会社		鶴見区		B								11300000

		9		株式会社　清水工務店		神奈川区		B								11225000

		10		株式会社　谷津建設		表彰者		B								11219700

		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				2009

		工事名 コウジメイ				矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前10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		森田建設　株式会社

				2		今井建設　株式会社

				3		株式会社　芳垣建設

				4		株式会社　坂井工務店

				5		やまぶき建設　株式会社

				6		蒲工　株式会社

				7		松尾化学工業　株式会社

				8		横浜塗装工業　株式会社

				9		株式会社　清水工務店

				10		株式会社　谷津建設

				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						2009																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														矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				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												12,590,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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

				今井建設　株式会社						10,876,000		失格 シッカク

				蒲工　株式会社						11,188,000		失格 シッカク

				やまぶき建設　株式会社						11,200,000		失格 シッカク

				森田建設　株式会社						11,200,400		失格 シッカク

				株式会社　谷津建設						11,219,700		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店						11,225,000		失格 シッカク

				株式会社　坂井工務店						11,228,700		失格 シッカク

				株式会社　芳垣建設				◎		11,269,000

				横浜塗装工業　株式会社						11,300,000

				松尾化学工業　株式会社						11,465,700

				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		12,590,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,232,700





公示用

		

		矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前10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

				今井建設　株式会社																																				10,876,000		失格 シッカク

				蒲工　株式会社																																				11,188,000		失格 シッカク

				やまぶき建設　株式会社																																				11,200,000		失格 シッカク

				森田建設　株式会社																																				11,200,400		失格 シッカク

				株式会社　谷津建設																																				11,219,700		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店																																				11,225,000		失格 シッカク

				株式会社　坂井工務店																																				11,228,700		失格 シッカク

				株式会社　芳垣建設																																		◎		11,269,000

				横浜塗装工業　株式会社																																				11,300,000

				松尾化学工業　株式会社																																				11,465,700

				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		12,590,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,232,700





Sheet2

		

				矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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　芳垣建設				◎		11,269,000		0

		2				横浜塗装工業　株式会社				0		11,300,000		0

		3				松尾化学工業　株式会社				0		11,465,700		0

		4				今井建設　株式会社				0		10,876,000		失格

		5				蒲工　株式会社				0		11,188,000		失格

		6				やまぶき建設　株式会社				0		11,200,000		失格

		7				森田建設　株式会社				0		11,200,400		失格

		8				株式会社　谷津建設				0		11,219,700		失格

		9				株式会社　清水工務店				0		11,225,000		失格

		10				株式会社　坂井工務店				0		11,228,700		失格

		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		12,590,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,232,700





仮決定

																																平成26年3月27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						2009

		件　　　名 ケンメイ						矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				柏木

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　芳垣建設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2009

		件　　　名 ケンメイ						矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		12,170,520														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								901,520												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				柏木

																										℡		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





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　芳垣建設

																												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																				2009

						2				件名 ケンメイ																				矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2009

																						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

										矢向小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　芳垣建設																								代表取締役　　芳垣　忠男 ダイヒョウトリシマリヤクヨシガキタダオ

		相手方 アイテカタ

														12,170,520

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前10時20分										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								$901,520

																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　芳垣建設

																								$11,269,000

																								$12,170,520

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、港北、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

		今井建設　株式会社		10,876,000

		蒲工　株式会社		11,188,000

		やまぶき建設　株式会社		11,200,000

		森田建設　株式会社		11,200,400

		株式会社　谷津建設		11,219,700

		株式会社　清水工務店		11,225,000

		株式会社　坂井工務店		11,228,700

		株式会社　芳垣建設		11,269,000

		横浜塗装工業　株式会社		11,300,000

		松尾化学工業　株式会社		11,465,700
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2010

		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										あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										青葉区あざみ野一丁目２９番地１ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										あざみ野中学校・嶮山小学校・奈良の丘小学校
　プール本体改修工事
　フレキシブルジョイント取付工事　各１か所
　塩素供給機取付工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　衛生経路塗装工事（嶮山小学校）

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$27,080,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				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、旭区内、港北区内、緑区内、都筑区内、青葉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。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				10		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第一						係 カカリ		電話 デンワ				641-3122

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2010

		工事件名 コウジケンメイ										あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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												あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2010						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		27		日 ニチ				午前				10		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														営繕														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														641-3122																				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												27,080,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										18								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、神奈川、西、旭、港北、緑、都筑、青葉、瀬谷																				担当　 タントウ		浅野 アサノ										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								？

		B				株式会社　浅川建設																																								瀬谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		B				株式会社　坂口工務店																																								旭区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、神奈川、西、旭、港北、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				三武建設　株式会社																																								都筑								3																						神奈川						Ｂ																														神奈川、西、旭、港北、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				森田建設　株式会社																																								鶴見区								4																						西																																				西、旭、港北、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				今井建設　株式会社																																								鶴見区								5																						旭																																				旭、港北、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								6																						港北								※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																												港北、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				三共建設　株式会社																																								神奈川								7																						緑								※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																												緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　大勝																																								西区								8																						都筑																																				都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　マツオホーム カブシキカイシャ																																								鶴見区								9																						青葉																																				青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　栗原工務店																																								旭区								10																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		B				蒲工　株式会社																																								港北区								11																						表彰者																																				表彰者、

		B				石黒建設　株式会社																																								旭区								12																						0																																				0

		B				株式会社　横溝工務店																																								神奈川区								13																						0																																				0

		B				横浜塗装工業　株式会社																																								鶴見区								14																						0																																				0

		B				株式会社　清水工務店																																								神奈川区								15																						0																																				0

		B				小林建設林産　株式会社 コバヤシケンセツリンサンカブシキカイシャ																																								緑区								16																						0																																				0

		B				株式会社　川上工務店																																								港北区								17

		B				株式会社　谷津建設																																								表彰者								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

				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　浅川建設		瀬谷区		B								24253900

		2		株式会社　坂口工務店		旭区		B								24261000

		3		三武建設　株式会社		都筑		B								24337000

		4		森田建設　株式会社		鶴見区		B								24195700

		5		今井建設　株式会社		鶴見区		B								23513000

		6		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								24323000

		7		三共建設　株式会社		神奈川		B								24374300

		8		株式会社　大勝		西区		A								27030000

		9		株式会社　マツオホーム		鶴見区		B								24322400

		10		株式会社　栗原工務店		旭区		B								24169000

		11		蒲工　株式会社		港北区		B								24222000

		12		石黒建設　株式会社		旭区		B								24266400

		13		株式会社　横溝工務店		神奈川区		B								24284800

		14		横浜塗装工業　株式会社		鶴見区		B								24353000

		15		株式会社　清水工務店		神奈川区		B								24145000

		16		小林建設林産　株式会社		緑区		B								24296000

		17		株式会社　川上工務店		港北区		B								24240000

		18		株式会社　谷津建設		表彰者		B								24220400

		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				2010

		工事名 コウジメイ				あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前10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		株式会社　浅川建設

				2		株式会社　坂口工務店

				3		三武建設　株式会社

				4		森田建設　株式会社

				5		今井建設　株式会社

				6		株式会社　芳垣建設

				7		三共建設　株式会社

				8		株式会社　大勝

				9		株式会社　マツオホーム

				10		株式会社　栗原工務店

				11		蒲工　株式会社

				12		石黒建設　株式会社

				13		株式会社　横溝工務店

				14		横浜塗装工業　株式会社

				15		株式会社　清水工務店

				16		小林建設林産　株式会社

				17		株式会社　川上工務店

				18		株式会社　谷津建設

				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						2010																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														あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				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												27,080,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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

				今井建設　株式会社						23,513,000		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店				◎		24,145,000

				株式会社　栗原工務店						24,169,000

				森田建設　株式会社						24,195,700

				株式会社　谷津建設						24,220,400

				蒲工　株式会社						24,222,000

				株式会社　川上工務店						24,240,000

				株式会社　浅川建設						24,253,900

				株式会社　坂口工務店						24,261,000

				石黒建設　株式会社						24,266,400

				株式会社　横溝工務店						24,284,800

				小林建設林産　株式会社						24,296,000

				株式会社　マツオホーム						24,322,400

				株式会社　芳垣建設						24,323,000

				三武建設　株式会社						24,337,000

				横浜塗装工業　株式会社						24,353,000

				三共建設　株式会社						24,374,300

				株式会社　大勝						27,030,000

				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		27,080,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		24,109,400





公示用

		

		あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前10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

				今井建設　株式会社																																				23,513,000		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店																																		◎		24,145,000

				株式会社　栗原工務店																																				24,169,000

				森田建設　株式会社																																				24,195,700

				株式会社　谷津建設																																				24,220,400

				蒲工　株式会社																																				24,222,000

				株式会社　川上工務店																																				24,240,000

				株式会社　浅川建設																																				24,253,900

				株式会社　坂口工務店																																				24,261,000

				石黒建設　株式会社																																				24,266,400

				株式会社　横溝工務店																																				24,284,800

				小林建設林産　株式会社																																				24,296,000

				株式会社　マツオホーム																																				24,322,400

				株式会社　芳垣建設																																				24,323,000

				三武建設　株式会社																																				24,337,000

				横浜塗装工業　株式会社																																				24,353,000

				三共建設　株式会社																																				24,374,300

				株式会社　大勝																																				27,030,000

				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		27,080,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		24,109,400





Sheet2

		

				あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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　清水工務店				◎		24,145,000		0

		2				株式会社　栗原工務店				0		24,169,000		0

		3				森田建設　株式会社				0		24,195,700		0

		4				株式会社　谷津建設				0		24,220,400		0

		5				蒲工　株式会社				0		24,222,000		0

		6				株式会社　川上工務店				0		24,240,000		0

		7				株式会社　浅川建設				0		24,253,900		0

		8				株式会社　坂口工務店				0		24,261,000		0

		9				石黒建設　株式会社				0		24,266,400		0

		10				株式会社　横溝工務店				0		24,284,800		0

		11				小林建設林産　株式会社				0		24,296,000		0

		12				株式会社　マツオホーム				0		24,322,400		0

		13				株式会社　芳垣建設				0		24,323,000		0

		14				三武建設　株式会社				0		24,337,000		0

		15				横浜塗装工業　株式会社				0		24,353,000		0

		16				三共建設　株式会社				0		24,374,300		0

		17				株式会社　大勝				0		27,030,000		0

		18				今井建設　株式会社				0		23,513,000		失格

		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		27,080,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		24,109,400





仮決定

																																平成26年3月27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						2010

		件　　　名 ケンメイ						あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				浅野

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　清水工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2010

		件　　　名 ケンメイ						あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		26,076,600														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,931,600												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				浅野

																										℡		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





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　清水工務店

																												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																				2010

						2				件名 ケンメイ																				あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2010

																						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

										あざみ野中学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　清水工務店																								代表取締役　　清水　宏昭 ダイヒョウトリシマリヤクシミズヒロ

		相手方 アイテカタ

														26,076,600

		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				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前10時30分										業者数 ギョウシャスウ										18						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,931,600

																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

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社　清水工務店

																								$24,145,000

																								$26,076,600

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、西、旭、港北、緑、都筑、青葉、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

		今井建設　株式会社		23,513,000

		株式会社　清水工務店		24,145,000

		株式会社　栗原工務店		24,169,000

		森田建設　株式会社		24,195,700

		株式会社　谷津建設		24,220,400

		蒲工　株式会社		24,222,000

		株式会社　川上工務店		24,240,000

		株式会社　浅川建設		24,253,900

		株式会社　坂口工務店		24,261,000

		石黒建設　株式会社		24,266,400

		株式会社　横溝工務店		24,284,800

		小林建設林産　株式会社		24,296,000

		株式会社　マツオホーム		24,322,400

		株式会社　芳垣建設		24,323,000

		三武建設　株式会社		24,337,000

		横浜塗装工業　株式会社		24,353,000

		三共建設　株式会社		24,374,300

		株式会社　大勝		27,030,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2004

		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										さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										磯子区上中里町５４８番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										さわの里小学校
 水泳プールシート改修工事　約２８５ｍ2
　衛生経路床・壁面塗装改修工事　約６５ｍ2　
洋光台第二小学校
　水泳プールシート改修工事　約２８５ｍ2
洋光台第三小学校
　水泳プールシート改修工事　約２８５ｍ2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$22,140,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、南区内、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。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										文庫写真館														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第二						係 カカリ		電話 デンワ				641-3125

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2004

		工事件名 コウジケンメイ										さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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												さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2004						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		27		日 ニチ				午前				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														営繕														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														641-3125																				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												22,140,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										23								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		中、南、港南、磯子、金沢、栄																				担当　 タントウ		横田 ヨコタ										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								？

		B				株式会社　佐藤薫工務店																																								港南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		C				アラン建設　株式会社																																								南区								2																						中						Ｂ																														中、南、港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

		C				株式会社　似田貝建設																																								港南区								3																						南						Ｃ																														南、港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

		B				横浜日建　株式会社																																								金沢区								4																						港南																																				港南、磯子、金沢、栄、表彰者、

		C				株式会社　なごみ設計																																								中区								5																						磯子																																				磯子、金沢、栄、表彰者、

		B				株式会社　栄幸建設																																								中区								6																						金沢								※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																												金沢、栄、表彰者、

		B				株式会社　テック																																								中区								7																						栄								※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																												栄、表彰者、

		B				有限会社　エスワイシー																																								磯子区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				杜企画　株式会社																																								金沢区								9																						0																																				0

		C				株式会社　アイシン																																								港南区								10																						0																																				0

		B				株式会社　芳垣建設																																								金沢								11																						0																																				0

		C				横浜ダイワ　株式会社																																								港南区								12																						0																																				0

		B				三共建設　株式会社																																								表彰者								13																						0																																				0

		C				株式会社　本田工務店																																								南区								14																						0																																				0

		C				株式会社　浅岡装飾 カブシキカイシャアサオカソウショク																																								南区								15																						0																																				0

		C				有限会社　尚雲堂 ユウゲンカイシャショウウンドウ																																								南区								16																						0																																				0

		C				有限会社　サクシード ユウゲンカイシャ																																								磯子区								17

		B				株式会社　青柳組 カブシキカイシャアオヤギクミ																																								中区								18

		Ｃ				株式会社　ピーファイブ																																								南								19

		B				和同建設　株式会社																																								中区								20

		C				株式会社　櫻井 カブシキカイシャサクライ																																								港南区								21

		C				株式会社　なごみ建設 ケンセツ																																								南区								22

		B				株式会社　谷津建設 カブシキカイシャヤツケンセツ																																								表彰者								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

				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　佐藤薫工務店		港南区		B								19778800

		2		アラン建設　株式会社		南区		C								19828700

		3		株式会社　似田貝建設		港南区		C								19876500

		4		横浜日建　株式会社		金沢区		B								19833100

		5		株式会社　なごみ設計		中区		C								19818000

		6		株式会社　栄幸建設		中区		B								19855200

		7		株式会社　テック		中区		B								19827000

		8		有限会社　エスワイシー		磯子区		B								19833000

		9		杜企画　株式会社		金沢区		B								19816000

		10		株式会社　アイシン		港南区		C								19779400

		11		株式会社　芳垣建設		金沢		B								19856000

		12		横浜ダイワ　株式会社		港南区		C								19830100

		13		三共建設　株式会社		表彰者		B								19886400

		14		株式会社　本田工務店		南区		C								19739000

		15		株式会社　浅岡装飾		南区		C								19815300

		16		有限会社　尚雲堂		南区		C								19878300

		17		有限会社　サクシード		磯子区		C								21698000

		18		株式会社　青柳組		中区		B								19864100

		19		株式会社　ピーファイブ		南		Ｃ								19818000

		20		和同建設　株式会社		中区		B								20036000

		21		株式会社　櫻井		港南区		C								19888800

		22		株式会社　なごみ建設		南区		C								19901203

		23		株式会社　谷津建設		表彰者		B								19788000

		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				2004

		工事名 コウジメイ				さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27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		株式会社　佐藤薫工務店

				2		アラン建設　株式会社

				3		株式会社　似田貝建設

				4		横浜日建　株式会社

				5		株式会社　なごみ設計

				6		株式会社　栄幸建設

				7		株式会社　テック

				8		有限会社　エスワイシー

				9		杜企画　株式会社

				10		株式会社　アイシン

				11		株式会社　芳垣建設

				12		横浜ダイワ　株式会社

				13		三共建設　株式会社

				14		株式会社　本田工務店

				15		株式会社　浅岡装飾

				16		有限会社　尚雲堂

				17		有限会社　サクシード

				18		株式会社　青柳組

				19		株式会社　ピーファイブ

				20		和同建設　株式会社

				21		株式会社　櫻井

				22		株式会社　なごみ建設

				23		株式会社　谷津建設

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2004																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														さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				641-3125																																				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												22,140,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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　本田工務店				◎		19,739,000

				株式会社　佐藤薫工務店						19,778,800

				株式会社　アイシン						19,779,400

				株式会社　谷津建設						19,788,000

				株式会社　浅岡装飾						19,815,300

				杜企画　株式会社						19,816,000

				株式会社　なごみ設計						19,818,000

				株式会社　ピーファイブ						19,818,000

				株式会社　テック						19,827,000

				アラン建設　株式会社						19,828,700

				横浜ダイワ　株式会社						19,830,100

				有限会社　エスワイシー						19,833,000

				横浜日建　株式会社						19,833,100

				株式会社　栄幸建設						19,855,200

				株式会社　芳垣建設						19,856,000

				株式会社　青柳組						19,864,100

				株式会社　似田貝建設						19,876,500

				有限会社　尚雲堂						19,878,300

				三共建設　株式会社						19,886,400

				株式会社　櫻井						19,888,800

				株式会社　なごみ建設						19,901,203

				和同建設　株式会社						20,036,000

				有限会社　サクシード						21,698,000

				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		22,140,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,722,600





公示用

		

		さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27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

				株式会社　本田工務店																																		◎		19,739,000

				株式会社　佐藤薫工務店																																				19,778,800

				株式会社　アイシン																																				19,779,400

				株式会社　谷津建設																																				19,788,000

				株式会社　浅岡装飾																																				19,815,300

				杜企画　株式会社																																				19,816,000

				株式会社　なごみ設計																																				19,818,000

				株式会社　ピーファイブ																																				19,818,000

				株式会社　テック																																				19,827,000

				アラン建設　株式会社																																				19,828,700

				横浜ダイワ　株式会社																																				19,830,100

				有限会社　エスワイシー																																				19,833,000

				横浜日建　株式会社																																				19,833,100

				株式会社　栄幸建設																																				19,855,200

				株式会社　芳垣建設																																				19,856,000

				株式会社　青柳組																																				19,864,100

				株式会社　似田貝建設																																				19,876,500

				有限会社　尚雲堂																																				19,878,300

				三共建設　株式会社																																				19,886,400

				株式会社　櫻井																																				19,888,800

				株式会社　なごみ建設																																				19,901,203

				和同建設　株式会社																																				20,036,000

				有限会社　サクシード																																				21,698,000

				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		22,140,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,722,600





Sheet2

		

				さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事　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　本田工務店				◎		19,739,000		0

		2				株式会社　佐藤薫工務店				0		19,778,800		0

		3				株式会社　アイシン				0		19,779,400		0

		4				株式会社　谷津建設				0		19,788,000		0

		5				株式会社　浅岡装飾				0		19,815,300		0

		6				杜企画　株式会社				0		19,816,000		0

		7				株式会社　なごみ設計				0		19,818,000		0

		8				株式会社　ピーファイブ				0		19,818,000		0

		9				株式会社　テック				0		19,827,000		0

		10				アラン建設　株式会社				0		19,828,700		0

		11				横浜ダイワ　株式会社				0		19,830,100		0

		12				有限会社　エスワイシー				0		19,833,000		0

		13				横浜日建　株式会社				0		19,833,100		0

		14				株式会社　栄幸建設				0		19,855,200		0

		15				株式会社　芳垣建設				0		19,856,000		0

		16				株式会社　青柳組				0		19,864,100		0

		17				株式会社　似田貝建設				0		19,876,500		0

		18				有限会社　尚雲堂				0		19,878,300		0

		19				三共建設　株式会社				0		19,886,400		0

		20				株式会社　櫻井				0		19,888,800		0

		21				株式会社　なごみ建設				0		19,901,203		0

		22				和同建設　株式会社				0		20,036,000		0

		23				有限会社　サクシード				0		21,698,000		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		22,140,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,722,600





仮決定

																																平成26年3月27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						2004

		件　　　名 ケンメイ						さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				横田

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　本田工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2004

		件　　　名 ケンメイ						さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		21,318,120														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,579,120												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				横田

																										℡		641-3125

																						※　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　本田工務店

																												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																				2004

						2				件名 ケンメイ																				さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2004

																						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

										さわの里小学校ほか２校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　本田工務店																								代表取締役　　本田　政敏 ダイヒョウトリシマリヤクホンダマサトシ

		相手方 アイテカタ

														21,318,120

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前9時30分										業者数 ギョウシャスウ										23						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,579,120

																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　本田工務店

																								$19,739,000

																								$21,318,120

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								中、南、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

		株式会社　本田工務店		19,739,000

		株式会社　佐藤薫工務店		19,778,800

		株式会社　アイシン		19,779,400

		株式会社　谷津建設		19,788,000

		株式会社　浅岡装飾		19,815,300

		杜企画　株式会社		19,816,000

		株式会社　なごみ設計		19,818,000

		株式会社　ピーファイブ		19,818,000

		株式会社　テック		19,827,000

		アラン建設　株式会社		19,828,700

		横浜ダイワ　株式会社		19,830,100

		有限会社　エスワイシー		19,833,000

		横浜日建　株式会社		19,833,100

		株式会社　栄幸建設		19,855,200

		株式会社　芳垣建設		19,856,000

		株式会社　青柳組		19,864,100

		株式会社　似田貝建設		19,876,500

		有限会社　尚雲堂		19,878,300

		三共建設　株式会社		19,886,400

		株式会社　櫻井		19,888,800

		株式会社　なごみ建設		19,901,203

		和同建設　株式会社		20,036,000

		有限会社　サクシード		21,698,000
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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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2002

		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										泉公会堂冷温水発生機等更新工事

		施工場所 セコウバショ										泉区和泉町４６３６番地２

		工事概要 コウジガイヨウ										吸収式冷温水発生機撤去工事
 （冷房能力70USRT 暖房能力229,000kcal/h）２台
吸収式冷温水発生機新設工事
　（冷房能力70USRT 暖房能力 295ｋW）２台　
冷却塔 （冷却能力140RT）更新工事　１台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冷却水ポンプ更新工事　（11ｋW）２台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冷温水ポンプ更新工事　（5.5ｋW)２台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		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														26		年 ネン		7		月 ガツ		11		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										開札後に公表												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ

				3		登録細目 トウロクサイモク						冷暖房設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						なし

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任配置すること。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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)配置技術者（変更）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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）リバーストン														・		オリエント㈱

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2002

		工事件名 コウジケンメイ										泉公会堂冷温水発生機等更新工事

		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												泉公会堂冷温水発生機等更新工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2002						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		27		日 ニチ				午前				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														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														663-8032																				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												開札後に公表																				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				26				年 ネン		7				月 ガツ		11				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										18								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				管						細目 サイモク				冷暖房設備工事						ランク				Ａ				区 ク		市内全区																				担当　 タントウ		林 ハヤシ										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								？

		A				株式会社　日生設備																																								瀬谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						建築局 ケンチクキョク

		A				杉山管工設備　株式会社																																								保土ケ谷区								2																						0						Ａ																														0

		A				三光興産　株式会社																																								保土ケ谷区								3																						0						0																														0

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								4																						0																																				0

		A				川本工業　株式会社																																								中区								5																						0																																				0

		A				株式会社　ニッセツ																																								泉区								6																						0								※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																												0

		A				株式会社　康栄社 カブシキカイシャヤスエイシャ																																								磯子区								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

		A				相模設備工業　株式会社																																								中区								8																						0																																				0

		A				神奈川東京冷機　株式会社 カナガワトウキョウレイキカブシキカイシャ																																								中区								9																						0																																				0

		A				矢崎設備工業　株式会社																																								港南区								10																						0																																				0

		A				共栄産業　株式会社 キョウエイサンギョウカブシキカイシャ																																								港南区								11																						0																																				0

		A				株式会社　光電社 カブシキカイシャヒカリデンシャ																																								中区								12																						0																																				0

		A				三沢電機　株式会社 ミサワデンキカブシキカイシャ																																								西区								13																						0																																				0

		A				株式会社　モリヤ総合設備 カブシキカイシャソウゴウセツビ																																								泉区								14																						0																																				0

		A				有限会社　佐藤工業所																																								港北区								15																						0																																				0

		A				太建工業　株式会社																																								神奈川区								16																						0																																				0

		A				南設備工業　株式会社 ミナミセツビコウギョウカブシキカイシャ																																								南区								17

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		泉公会堂冷温水発生機等更新工事

				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　日生設備		瀬谷区		A								42800000

		2		杉山管工設備　株式会社		保土ケ谷区		A								37000000

		3		三光興産　株式会社		保土ケ谷区		A								46460000

		4		興和工業　株式会社		旭区		A								37430000

		5		川本工業　株式会社		中区		A								51390000

		6		株式会社　ニッセツ		泉区		A								44000000

		7		株式会社　康栄社		磯子区		A								46990000

		8		相模設備工業　株式会社		中区		A								35790000

		9		神奈川東京冷機　株式会社		中区		A								41928000

		10		矢崎設備工業　株式会社		港南区		A								44890000

		11		共栄産業　株式会社		港南区		A								43500000

		12		株式会社　光電社		中区		A								42600000

		13		三沢電機　株式会社		西区		A								38800000

		14		株式会社　モリヤ総合設備		泉区		A								43789000

		15		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								40030000

		16		太建工業　株式会社		神奈川区		A								39800000

		17		南設備工業　株式会社		南区		A								41782000

		18		株式会社　神奈川産業		南区		A								47100000

		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				2002

		工事名 コウジメイ				泉公会堂冷温水発生機等更新工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27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		株式会社　日生設備

				2		杉山管工設備　株式会社

				3		三光興産　株式会社

				4		興和工業　株式会社

				5		川本工業　株式会社

				6		株式会社　ニッセツ

				7		株式会社　康栄社

				8		相模設備工業　株式会社

				9		神奈川東京冷機　株式会社

				10		矢崎設備工業　株式会社

				11		共栄産業　株式会社

				12		株式会社　光電社

				13		三沢電機　株式会社

				14		株式会社　モリヤ総合設備

				15		有限会社　佐藤工業所

				16		太建工業　株式会社

				17		南設備工業　株式会社

				18		株式会社　神奈川産業

				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						2002																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														泉公会堂冷温水発生機等更新工事																																										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

																				663-8032																																				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												開札後に公表														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				26				年 ネン		7				月 ガツ		11				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

		

		泉公会堂冷温水発生機等更新工事　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

				相模設備工業　株式会社				◎		35,790,000

				杉山管工設備　株式会社						37,000,000

				興和工業　株式会社						37,430,000

				三沢電機　株式会社						38,800,000

				太建工業　株式会社						39,800,000

				有限会社　佐藤工業所						40,030,000

				南設備工業　株式会社						41,782,000

				神奈川東京冷機　株式会社						41,928,000

				株式会社　光電社						42,600,000

				株式会社　日生設備						42,800,000

				共栄産業　株式会社						43,500,000

				株式会社　モリヤ総合設備						43,789,000

				株式会社　ニッセツ						44,000,000

				矢崎設備工業　株式会社						44,890,000

				三光興産　株式会社						46,460,000

				株式会社　康栄社						46,990,000

				株式会社　神奈川産業						47,100,000

				川本工業　株式会社						51,390,000

				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		39,400,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		35,420,700





公示用

		

		泉公会堂冷温水発生機等更新工事　入札顛末書

																平成26年3月27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

				相模設備工業　株式会社																																		◎		35,790,000

				杉山管工設備　株式会社																																				37,000,000

				興和工業　株式会社																																				37,430,000

				三沢電機　株式会社																																				38,800,000

				太建工業　株式会社																																				39,800,000

				有限会社　佐藤工業所																																				40,030,000

				南設備工業　株式会社																																				41,782,000

				神奈川東京冷機　株式会社																																				41,928,000

				株式会社　光電社																																				42,600,000

				株式会社　日生設備																																				42,800,000

				共栄産業　株式会社																																				43,500,000

				株式会社　モリヤ総合設備																																				43,789,000

				株式会社　ニッセツ																																				44,000,000

				矢崎設備工業　株式会社																																				44,890,000

				三光興産　株式会社																																				46,460,000

				株式会社　康栄社																																				46,990,000

				株式会社　神奈川産業																																				47,100,000

				川本工業　株式会社																																				51,390,000

				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		39,400,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		35,420,700





Sheet2

		

				泉公会堂冷温水発生機等更新工事　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				相模設備工業　株式会社				◎		35,790,000		0

		2				杉山管工設備　株式会社				0		37,000,000		0

		3				興和工業　株式会社				0		37,430,000		0

		4				三沢電機　株式会社				0		38,800,000		0

		5				太建工業　株式会社				0		39,800,000		0

		6				有限会社　佐藤工業所				0		40,030,000		0

		7				南設備工業　株式会社				0		41,782,000		0

		8				神奈川東京冷機　株式会社				0		41,928,000		0

		9				株式会社　光電社				0		42,600,000		0

		10				株式会社　日生設備				0		42,800,000		0

		11				共栄産業　株式会社				0		43,500,000		0

		12				株式会社　モリヤ総合設備				0		43,789,000		0

		13				株式会社　ニッセツ				0		44,000,000		0

		14				矢崎設備工業　株式会社				0		44,890,000		0

		15				三光興産　株式会社				0		46,460,000		0

		16				株式会社　康栄社				0		46,990,000		0

		17				株式会社　神奈川産業				0		47,100,000		0

		18				川本工業　株式会社				0		51,390,000		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		39,400,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		35,420,700





仮決定

																																平成26年3月27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						2002

		件　　　名 ケンメイ						泉公会堂冷温水発生機等更新工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				林

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		相模設備工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2002

		件　　　名 ケンメイ						泉公会堂冷温水発生機等更新工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		38,653,200														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								2,863,200												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				林

																										℡		663-8032

																						※　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

		相模設備工業　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																				2002

						2				件名 ケンメイ																				泉公会堂冷温水発生機等更新工事

						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27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				―		2002

																						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

										泉公会堂冷温水発生機等更新工事

		工 事名 コウコトメイ

										建築局														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										相模設備工業　株式会社																								代表取締役　　加藤　忠宏 ダイヒョウトリシマリヤクカトウタダヒロ

		相手方 アイテカタ

														38,653,200

		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				26				年 ネン		7				月 ガツ		11				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27日														午前9時10分										業者数 ギョウシャスウ										18						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$2,863,200

																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																相模設備工業　株式会社

																								$35,790,000

																								$38,653,200

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						冷暖房設備工事												＜格付＞						Ａ

														＜選定区＞								市内全区





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		相模設備工業　株式会社		35,790,000

		杉山管工設備　株式会社		37,000,000

		興和工業　株式会社		37,430,000

		三沢電機　株式会社		38,800,000

		太建工業　株式会社		39,800,000

		有限会社　佐藤工業所		40,030,000

		南設備工業　株式会社		41,782,000

		神奈川東京冷機　株式会社		41,928,000

		株式会社　光電社		42,600,000

		株式会社　日生設備		42,800,000

		共栄産業　株式会社		43,500,000

		株式会社　モリヤ総合設備		43,789,000

		株式会社　ニッセツ		44,000,000

		矢崎設備工業　株式会社		44,890,000

		三光興産　株式会社		46,460,000

		株式会社　康栄社		46,990,000

		株式会社　神奈川産業		47,100,000

		川本工業　株式会社		51,390,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2017

		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										青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										青葉区青葉台二丁目２５番地２ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　青葉台中学校　　砂ろ過式　６７ｍ3/ｈ以上
　もえぎ野中学校　砂ろ過式　６７ｍ3/ｈ以上
　都田中学校　　　珪藻土式　６７ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		7		月 ガツ		4		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$17,870,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、都筑区内、青葉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。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										東洋製図工業（株）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				11		時 ジ		40		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2017

		工事件名 コウジケンメイ										青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		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												青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2017						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		27		日 ニチ				午前				11		時 ジ		40		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														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														663-8032																				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												17,870,000																				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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										22								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		保土ケ谷、旭、緑、都筑、青葉、瀬谷																				担当　 タントウ		金子 カネコ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　イエス																																								旭区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				永野工業　株式会社																																								旭区								2																						保土ケ谷						Ａ																														保土ケ谷、旭、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								瀬谷区								3																						旭						Ｂ																														旭、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　シンサナミ																																								旭区								4																						緑																																				緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				親亜　有限会社																																								旭区								5																						都筑																																				都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　東伸																																								都筑区								6																						青葉								※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																												青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ケイセツ																																								瀬谷区								7																						瀬谷								※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																												瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　相設																																								瀬谷区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				有限会社　イワック																																								保土ケ谷区								9																						0																																				0

		B				アクアテック　株式会社																																								瀬谷区								10																						0																																				0

		B				関東工業　株式会社																																								緑区								11																						0																																				0

		B				有限会社　鈴木商店																																								青葉								12																						0																																				0

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								13																						0																																				0

		A				株式会社　司工事																																								保土ケ谷区								14																						0																																				0

		B				有限会社　海藤住建																																								緑区								15																						0																																				0

		B				有限会社　はま設備工業																																								保土ケ谷区								16																						0																																				0

		B				クリスタルエンジニアリング　株式会社 カブシキカイシャ																																								青葉区								17

		B				関戸工業　株式会社 セキドコウギョウカブシキカイシャ																																								瀬谷区								18

		B				株式会社　田中ポンプ製作所																																								緑区								19

		B				株式会社　高栄設備工業																																								瀬谷区								20

		B				三誠ジューキ　株式会社 サンセイカブシキカイシャ																																								旭区								21

		B				根本設備　株式会社																																								保土ケ谷区								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

				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　イエス		旭区		B								15845000

		2		永野工業　株式会社		旭区		B								15868000

		3		株式会社　小松工業		瀬谷区		A								16046800

		4		株式会社　シンサナミ		旭区		A								16048000

		5		親亜　有限会社		旭区		B								15865000

		6		株式会社　東伸		都筑区		A								16073000

		7		株式会社　ケイセツ		瀬谷区		B								16050000

		8		株式会社　相設		瀬谷区		B								15858000

		9		有限会社　イワック		保土ケ谷区		B								15759400

		10		アクアテック　株式会社		瀬谷区		B								15867200

		11		関東工業　株式会社		緑区		B								16261000

		12		有限会社　鈴木商店		青葉		B								15893000

		13		興和工業　株式会社		旭区		A								15851000

		14		株式会社　司工事		保土ケ谷区		A								15837200

		15		有限会社　海藤住建		緑区		B								17700000

		16		有限会社　はま設備工業		保土ケ谷区		B								15810000

		17		クリスタルエンジニアリング　株式会社		青葉区		B								15814950

		18		関戸工業　株式会社		瀬谷区		B								15943700

		19		株式会社　田中ポンプ製作所		緑区		B								15854500

		20		株式会社　高栄設備工業		瀬谷区		B								15906000

		21		三誠ジューキ　株式会社		旭区		B								15940000

		22		根本設備　株式会社		保土ケ谷区		B								15869000

		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				2017

		工事名 コウジメイ				青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前11時40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　イエス

				2		永野工業　株式会社

				3		株式会社　小松工業

				4		株式会社　シンサナミ

				5		親亜　有限会社

				6		株式会社　東伸

				7		株式会社　ケイセツ

				8		株式会社　相設

				9		有限会社　イワック

				10		アクアテック　株式会社

				11		関東工業　株式会社

				12		有限会社　鈴木商店

				13		興和工業　株式会社

				14		株式会社　司工事

				15		有限会社　海藤住建

				16		有限会社　はま設備工業

				17		クリスタルエンジニアリング　株式会社

				18		関戸工業　株式会社

				19		株式会社　田中ポンプ製作所

				20		株式会社　高栄設備工業

				21		三誠ジューキ　株式会社

				22		根本設備　株式会社

				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						2017																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														青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												17,870,000														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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				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

		

		青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事　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

				有限会社　イワック						15,759,400		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業						15,810,000		失格 シッカク

				クリスタルエンジニアリング　株式会社						15,814,950		失格 シッカク

				株式会社　司工事						15,837,200		失格 シッカク

				株式会社　イエス						15,845,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社						15,851,000		失格 シッカク

				株式会社　田中ポンプ製作所						15,854,500		失格 シッカク

				株式会社　相設						15,858,000		失格 シッカク

				親亜　有限会社						15,865,000		失格 シッカク

				アクアテック　株式会社						15,867,200		失格 シッカク

				永野工業　株式会社						15,868,000		失格 シッカク

				根本設備　株式会社						15,869,000		失格 シッカク

				有限会社　鈴木商店						15,893,000		失格 シッカク

				株式会社　高栄設備工業				◎		15,906,000

				三誠ジューキ　株式会社						15,940,000

				関戸工業　株式会社						15,943,700

				株式会社　小松工業						16,046,800

				株式会社　シンサナミ						16,048,000

				株式会社　ケイセツ						16,050,000

				株式会社　東伸						16,073,000

				関東工業　株式会社						16,261,000

				有限会社　海藤住建						17,700,000

				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		17,870,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,895,800





公示用

		

		青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前11時40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

				有限会社　イワック																																				15,759,400		失格 シッカク

				有限会社　はま設備工業																																				15,810,000		失格 シッカク

				クリスタルエンジニアリング　株式会社																																				15,814,950		失格 シッカク

				株式会社　司工事																																				15,837,200		失格 シッカク

				株式会社　イエス																																				15,845,000		失格 シッカク

				興和工業　株式会社																																				15,851,000		失格 シッカク

				株式会社　田中ポンプ製作所																																				15,854,500		失格 シッカク

				株式会社　相設																																				15,858,000		失格 シッカク

				親亜　有限会社																																				15,865,000		失格 シッカク

				アクアテック　株式会社																																				15,867,200		失格 シッカク

				永野工業　株式会社																																				15,868,000		失格 シッカク

				根本設備　株式会社																																				15,869,000		失格 シッカク

				有限会社　鈴木商店																																				15,893,000		失格 シッカク

				株式会社　高栄設備工業																																		◎		15,906,000

				三誠ジューキ　株式会社																																				15,940,000

				関戸工業　株式会社																																				15,943,700

				株式会社　小松工業																																				16,046,800

				株式会社　シンサナミ																																				16,048,000

				株式会社　ケイセツ																																				16,050,000

				株式会社　東伸																																				16,073,000

				関東工業　株式会社																																				16,261,000

				有限会社　海藤住建																																				17,700,000

				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		17,870,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,895,800





Sheet2

		

				青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事　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　高栄設備工業				◎		15,906,000		0

		2				三誠ジューキ　株式会社				0		15,940,000		0

		3				関戸工業　株式会社				0		15,943,700		0

		4				株式会社　小松工業				0		16,046,800		0

		5				株式会社　シンサナミ				0		16,048,000		0

		6				株式会社　ケイセツ				0		16,050,000		0

		7				株式会社　東伸				0		16,073,000		0

		8				関東工業　株式会社				0		16,261,000		0

		9				有限会社　海藤住建				0		17,700,000		0

		10				有限会社　イワック				0		15,759,400		失格

		11				有限会社　はま設備工業				0		15,810,000		失格

		12				クリスタルエンジニアリング　株式会社				0		15,814,950		失格

		13				株式会社　司工事				0		15,837,200		失格

		14				株式会社　イエス				0		15,845,000		失格

		15				興和工業　株式会社				0		15,851,000		失格

		16				株式会社　田中ポンプ製作所				0		15,854,500		失格

		17				株式会社　相設				0		15,858,000		失格

		18				親亜　有限会社				0		15,865,000		失格

		19				アクアテック　株式会社				0		15,867,200		失格

		20				永野工業　株式会社				0		15,868,000		失格

		21				根本設備　株式会社				0		15,869,000		失格

		22				有限会社　鈴木商店				0		15,893,000		失格

		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		17,870,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,895,800





仮決定

																																平成26年3月27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						2017

		件　　　名 ケンメイ						青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				金子

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　高栄設備工業														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2017

		件　　　名 ケンメイ						青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		17,178,480														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,272,480												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				金子

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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　高栄設備工業

																												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																				2017

						2				件名 ケンメイ																				青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2017

																						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

										青葉台中学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　高栄設備工業																								代表取締役　　高　正巳 ダイヒョウトリシマリヤクタカマサミ

		相手方 アイテカタ

														17,178,480

		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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				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27日														午前11時40分										業者数 ギョウシャスウ										22						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,272,480

																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　高栄設備工業

																								$15,906,000

																								$17,178,480

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								保土ケ谷、旭、緑、都筑、青葉、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

		有限会社　イワック		15,759,400

		有限会社　はま設備工業		15,810,000

		クリスタルエンジニアリング　株式会社		15,814,950

		株式会社　司工事		15,837,200

		株式会社　イエス		15,845,000

		興和工業　株式会社		15,851,000

		株式会社　田中ポンプ製作所		15,854,500

		株式会社　相設		15,858,000

		親亜　有限会社		15,865,000

		アクアテック　株式会社		15,867,200

		永野工業　株式会社		15,868,000

		根本設備　株式会社		15,869,000

		有限会社　鈴木商店		15,893,000

		株式会社　高栄設備工業		15,906,000

		三誠ジューキ　株式会社		15,940,000

		関戸工業　株式会社		15,943,700

		株式会社　小松工業		16,046,800

		株式会社　シンサナミ		16,048,000

		株式会社　ケイセツ		16,050,000

		株式会社　東伸		16,073,000

		関東工業　株式会社		16,261,000

		有限会社　海藤住建		17,700,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2015

		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										相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										港南区上永谷一丁目７番５号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										相武山小学校
　水泳プールシート改修工事　約２８５ｍ2
　衛生経路床塗装改修工事　約３０ｍ2                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日野南小学校
　水泳プールシート改修工事　約２８５ｍ2　　　　　　　　　　　　　　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$13,870,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						西区内、南区内、港南区内、磯子区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにのいずれかにのいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										オリエント（株）														・		（株）アイ・テック

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				11		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第二						係 カカリ		電話 デンワ				641-3125

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2015

		工事件名 コウジケンメイ										相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2015						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		27		日 ニチ				午前				11		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														営繕														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														641-3125																				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												13,870,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										21								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		西、南、港南、磯子、戸塚、栄																				担当　 タントウ		河野 カワノ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		C				アラン建設　株式会社																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		C				柏原建設　株式会社																																								港南区								2																						西						Ｂ																														西、南、港南、磯子、戸塚、栄、表彰者、

		C				株式会社　タモツ工業																																								栄区								3																						南						Ｃ																														南、港南、磯子、戸塚、栄、表彰者、

		B				有限会社　エスワイシー																																								磯子区								4																						港南																																				港南、磯子、戸塚、栄、表彰者、

		C				株式会社　似田貝建設																																								港南区								5																						磯子																																				磯子、戸塚、栄、表彰者、

		C				アサヒペイント　株式会社																																								西区								6																						戸塚								※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																												戸塚、栄、表彰者、

		C				株式会社　大和建設 カダイワケンセツ																																								西区								7																						栄								※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																												栄、表彰者、

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								8																						表彰者																																				表彰者、

		C				横浜ダイワ　株式会社																																								港南区								9																						0																																				0

		B				株式会社　佐藤薫工務店																																								港南区								10																						0																																				0

		C				株式会社　本田工務店																																								南区								11																						0																																				0

		B				隅田建設　株式会社																																								戸塚区								12																						0																																				0

		B				日進建設　株式会社																																								戸塚区								13																						0																																				0

		C				有限会社　尚雲堂																																								南区								14																						0																																				0

		C				有限会社　サクシード																																								磯子区								15																						0																																				0

		Ｃ				株式会社　ピーファイブ																																								南								16																						0																																				0

		B				上條建設　株式会社																																								戸塚区								17

		C				株式会社　リニューアルよこはま																																								磯子区								18

		C				有限会社　カサイ																																								西区								19

		C				株式会社　なごみ建設																																								南区								20

		B				株式会社　谷津建設																																								表彰者								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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		アラン建設　株式会社		南区		C								12358700

		2		柏原建設　株式会社		港南区		C								12373900

		3		株式会社　タモツ工業		栄区		C								12346200

		4		有限会社　エスワイシー		磯子区		B								12355400

		5		株式会社　似田貝建設		港南区		C								12386200

		6		アサヒペイント　株式会社		西区		C								12405000

		7		株式会社　大和建設		西区		C								11962900

		8		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								12420000

		9		横浜ダイワ　株式会社		港南区		C								12376800

		10		株式会社　佐藤薫工務店		港南区		B								15018800

		11		株式会社　本田工務店		南区		C								12299000

		12		隅田建設　株式会社		戸塚区		B								12366180

		13		日進建設　株式会社		戸塚区		B								12354300

		14		有限会社　尚雲堂		南区		C								12345200

		15		有限会社　サクシード		磯子区		C								12718000

		16		株式会社　ピーファイブ		南		Ｃ								12414000

		17		上條建設　株式会社		戸塚区		B								12392800

		18		株式会社　リニューアルよこはま		磯子区		C								12344300

		19		有限会社　カサイ		西区		C								12362300

		20		株式会社　なごみ建設		南区		C								12384245

		21		株式会社　谷津建設		表彰者		B								12371100

		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				2015

		工事名 コウジメイ				相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前11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		アラン建設　株式会社

				2		柏原建設　株式会社

				3		株式会社　タモツ工業

				4		有限会社　エスワイシー

				5		株式会社　似田貝建設

				6		アサヒペイント　株式会社

				7		株式会社　大和建設

				8		株式会社　芳垣建設

				9		横浜ダイワ　株式会社

				10		株式会社　佐藤薫工務店

				11		株式会社　本田工務店

				12		隅田建設　株式会社

				13		日進建設　株式会社

				14		有限会社　尚雲堂

				15		有限会社　サクシード

				16		株式会社　ピーファイブ

				17		上條建設　株式会社

				18		株式会社　リニューアルよこはま

				19		有限会社　カサイ

				20		株式会社　なごみ建設

				21		株式会社　谷津建設

				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						2015																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														相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				641-3125																																				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												13,870,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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　大和建設						11,962,900		失格 シッカク

				株式会社　本田工務店						12,299,000		失格 シッカク

				株式会社　リニューアルよこはま						12,344,300		失格 シッカク

				有限会社　尚雲堂						12,345,200		失格 シッカク

				株式会社　タモツ工業						12,346,200		失格 シッカク

				日進建設　株式会社						12,354,300		失格 シッカク

				有限会社　エスワイシー						12,355,400		失格 シッカク

				アラン建設　株式会社						12,358,700		失格 シッカク

				有限会社　カサイ						12,362,300		失格 シッカク

				隅田建設　株式会社						12,366,180		失格 シッカク

				株式会社　谷津建設						12,371,100		失格 シッカク

				柏原建設　株式会社						12,373,900		失格 シッカク

				横浜ダイワ　株式会社						12,376,800		失格 シッカク

				株式会社　なごみ建設				◎		12,384,245

				株式会社　似田貝建設						12,386,200

				上條建設　株式会社						12,392,800

				アサヒペイント　株式会社						12,405,000

				株式会社　ピーファイブ						12,414,000

				株式会社　芳垣建設						12,420,000

				有限会社　サクシード						12,718,000

				株式会社　佐藤薫工務店						15,018,800

				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		13,870,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		12,379,800





公示用

		

		相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前11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

				株式会社　大和建設																																				11,962,900		失格 シッカク

				株式会社　本田工務店																																				12,299,000		失格 シッカク

				株式会社　リニューアルよこはま																																				12,344,300		失格 シッカク

				有限会社　尚雲堂																																				12,345,200		失格 シッカク

				株式会社　タモツ工業																																				12,346,200		失格 シッカク

				日進建設　株式会社																																				12,354,300		失格 シッカク

				有限会社　エスワイシー																																				12,355,400		失格 シッカク

				アラン建設　株式会社																																				12,358,700		失格 シッカク

				有限会社　カサイ																																				12,362,300		失格 シッカク

				隅田建設　株式会社																																				12,366,180		失格 シッカク

				株式会社　谷津建設																																				12,371,100		失格 シッカク

				柏原建設　株式会社																																				12,373,900		失格 シッカク

				横浜ダイワ　株式会社																																				12,376,800		失格 シッカク

				株式会社　なごみ建設																																		◎		12,384,245

				株式会社　似田貝建設																																				12,386,200

				上條建設　株式会社																																				12,392,800

				アサヒペイント　株式会社																																				12,405,000

				株式会社　ピーファイブ																																				12,414,000

				株式会社　芳垣建設																																				12,420,000

				有限会社　サクシード																																				12,718,000

				株式会社　佐藤薫工務店																																				15,018,800

				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		13,870,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		12,379,800





Sheet2

		

				相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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　なごみ建設				◎		12,384,245		0

		2				株式会社　似田貝建設				0		12,386,200		0

		3				上條建設　株式会社				0		12,392,800		0

		4				アサヒペイント　株式会社				0		12,405,000		0

		5				株式会社　ピーファイブ				0		12,414,000		0

		6				株式会社　芳垣建設				0		12,420,000		0

		7				有限会社　サクシード				0		12,718,000		0

		8				株式会社　佐藤薫工務店				0		15,018,800		0

		9				株式会社　大和建設				0		11,962,900		失格

		10				株式会社　本田工務店				0		12,299,000		失格

		11				株式会社　リニューアルよこはま				0		12,344,300		失格

		12				有限会社　尚雲堂				0		12,345,200		失格

		13				株式会社　タモツ工業				0		12,346,200		失格

		14				日進建設　株式会社				0		12,354,300		失格

		15				有限会社　エスワイシー				0		12,355,400		失格

		16				アラン建設　株式会社				0		12,358,700		失格

		17				有限会社　カサイ				0		12,362,300		失格

		18				隅田建設　株式会社				0		12,366,180		失格

		19				株式会社　谷津建設				0		12,371,100		失格

		20				柏原建設　株式会社				0		12,373,900		失格

		21				横浜ダイワ　株式会社				0		12,376,800		失格

		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		13,870,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		12,379,800





仮決定

																																平成26年3月27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						2015

		件　　　名 ケンメイ						相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				河野

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　なごみ建設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2015

		件　　　名 ケンメイ						相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		13,374,984														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								990,739												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				河野

																										℡		641-3125

																						※　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



税込金額入力



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　なごみ建設

																												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																				2015

						2				件名 ケンメイ																				相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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								25				―		1				―		2015

																						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

										相武山小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　なごみ建設																								代表取締役　　佐藤　重明 ダイヒョウトリシマリヤクサトウシゲアキ

		相手方 アイテカタ

														13,374,984

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前11時20分										業者数 ギョウシャスウ										21						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$990,739

																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　なごみ建設

																								$12,384,245

																								$13,374,984

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								西、南、港南、磯子、戸塚、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

		株式会社　大和建設		11,962,900

		株式会社　本田工務店		12,299,000

		株式会社　リニューアルよこはま		12,344,300

		有限会社　尚雲堂		12,345,200

		株式会社　タモツ工業		12,346,200

		日進建設　株式会社		12,354,300

		有限会社　エスワイシー		12,355,400

		アラン建設　株式会社		12,358,700

		有限会社　カサイ		12,362,300

		隅田建設　株式会社		12,366,180

		株式会社　谷津建設		12,371,100

		柏原建設　株式会社		12,373,900

		横浜ダイワ　株式会社		12,376,800

		株式会社　なごみ建設		12,384,245

		株式会社　似田貝建設		12,386,200

		上條建設　株式会社		12,392,800

		アサヒペイント　株式会社		12,405,000

		株式会社　ピーファイブ		12,414,000

		株式会社　芳垣建設		12,420,000

		有限会社　サクシード		12,718,000

		株式会社　佐藤薫工務店		15,018,800
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2013

		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										岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										泉区岡津町２３１１番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										岡津小学校
　水泳プールシート張替工事　約２９５ｍ2
　オーバーフロー・衛生経路床・壁面塗装改修工事　約２９ｍ2
　既存日除けテント・鉄骨撤去・新設工事　１か所
東中田小学校　　
　水泳プールシート張替工事　約２９５ｍ2　
　オーバーフロー・衛生経路床・壁面塗装改修工事　約１９ｍ2

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$17,220,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにのいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）リバーストン														・		オリエント（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				11		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第二						係 カカリ		電話 デンワ				641-3125

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2013

		工事件名 コウジケンメイ										岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2013						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		27		日 ニチ				午前				11		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														営繕														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														641-3125																				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												17,220,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										22								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		保土ケ谷、旭、緑、戸塚、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		奥山 オクヤマ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　ヨコテック																																								泉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		Ｃ				有限会社　ナカムラ建工																																								保土ケ谷区								2																						保土ケ谷						Ｂ																														保土ケ谷、旭、緑、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　浅川建設																																								瀬谷区								3																						旭						Ｃ										株式会社　ヨコテック																				旭、緑、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　黒崎工務店																																								保土ケ谷区								4																						緑																																				緑、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　坂口工務店																																								旭区								5																						戸塚																																				戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		C				株式会社　三洋工業																																								瀬谷区								6																						泉								※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																												泉、瀬谷、表彰者、

		C				株式会社　水野工務店																																								保土ケ谷区								7																						瀬谷								※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																												瀬谷、表彰者、

		C				有限会社　竣光電設																																								旭区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				藤崎建業　株式会社																																								戸塚区								9																						0																																				0

		B				菅野建設　株式会社																																								保土ケ谷区								10																						0																																				0

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								11																						0																																				0

		B				原建設　株式会社																																								保土ケ谷区								12																						0																																				0

		C				株式会社　大谷工務店																																								旭区								13																						0																																				0

		B				隅田建設　株式会社																																								戸塚区								14																						0																																				0

		B				坂本建設　株式会社																																								泉区								15																						0																																				0

		B				日進建設　株式会社																																								戸塚区								16																						0																																				0

		B				株式会社　栗原工務店																																								旭区								17

		B				株式会社　ダイイチ																																								保土ケ谷区								18

		B				石黒建設　株式会社																																								旭区								19

		B				上條建設　株式会社																																								戸塚区								20

		C				株式会社　宮野工務店																																								保土ケ谷区								21

		B				株式会社　谷津建設																																								保土ケ谷区								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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　ヨコテック		泉区		B								15399000

		2		有限会社　ナカムラ建工		保土ケ谷区		Ｃ								15406800

		3		株式会社　浅川建設		瀬谷区		B								15373900

		4		株式会社　黒崎工務店		保土ケ谷区		B								15325000

		5		株式会社　坂口工務店		旭区		B								15436900

		6		株式会社　三洋工業		瀬谷区		C								15440500

		7		株式会社　水野工務店		保土ケ谷区		C								15425000

		8		有限会社　竣光電設		旭区		C								15393200

		9		藤崎建業　株式会社		戸塚区		B								15955000

		10		菅野建設　株式会社		保土ケ谷区		B								15333500

		11		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								15424000

		12		原建設　株式会社		保土ケ谷区		B								15398130

		13		株式会社　大谷工務店		旭区		C								15406300

		14		隅田建設　株式会社		戸塚区		B								15384650

		15		坂本建設　株式会社		泉区		B								15429800

		16		日進建設　株式会社		戸塚区		B								15337900

		17		株式会社　栗原工務店		旭区		B								15317000

		18		株式会社　ダイイチ		保土ケ谷区		B								15392000

		19		石黒建設　株式会社		旭区		B								15444000

		20		上條建設　株式会社		戸塚区		B								15429100

		21		株式会社　宮野工務店		保土ケ谷区		C								15411000

		22		株式会社　谷津建設		保土ケ谷区		B								15410200

		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				2013

		工事名 コウジメイ				岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前11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　ヨコテック

				2		有限会社　ナカムラ建工

				3		株式会社　浅川建設

				4		株式会社　黒崎工務店

				5		株式会社　坂口工務店

				6		株式会社　三洋工業

				7		株式会社　水野工務店

				8		有限会社　竣光電設

				9		藤崎建業　株式会社

				10		菅野建設　株式会社

				11		株式会社　芳垣建設

				12		原建設　株式会社

				13		株式会社　大谷工務店

				14		隅田建設　株式会社

				15		坂本建設　株式会社

				16		日進建設　株式会社

				17		株式会社　栗原工務店

				18		株式会社　ダイイチ

				19		石黒建設　株式会社

				20		上條建設　株式会社

				21		株式会社　宮野工務店

				22		株式会社　谷津建設

				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						2013																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														岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				641-3125																																				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												17,220,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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　栗原工務店				◎		15,317,000

				株式会社　黒崎工務店						15,325,000

				菅野建設　株式会社						15,333,500

				日進建設　株式会社						15,337,900

				株式会社　浅川建設						15,373,900

				隅田建設　株式会社						15,384,650

				株式会社　ダイイチ						15,392,000

				有限会社　竣光電設						15,393,200

				原建設　株式会社						15,398,130

				株式会社　ヨコテック						15,399,000

				株式会社　大谷工務店						15,406,300

				有限会社　ナカムラ建工						15,406,800

				株式会社　谷津建設						15,410,200

				株式会社　宮野工務店						15,411,000

				株式会社　芳垣建設						15,424,000

				株式会社　水野工務店						15,425,000

				上條建設　株式会社						15,429,100

				坂本建設　株式会社						15,429,800

				株式会社　坂口工務店						15,436,900

				株式会社　三洋工業						15,440,500

				石黒建設　株式会社						15,444,000

				藤崎建業　株式会社						15,955,000

				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		17,220,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,305,800





公示用

		

		岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前11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

				株式会社　栗原工務店																																		◎		15,317,000

				株式会社　黒崎工務店																																				15,325,000

				菅野建設　株式会社																																				15,333,500

				日進建設　株式会社																																				15,337,900

				株式会社　浅川建設																																				15,373,900

				隅田建設　株式会社																																				15,384,650

				株式会社　ダイイチ																																				15,392,000

				有限会社　竣光電設																																				15,393,200

				原建設　株式会社																																				15,398,130

				株式会社　ヨコテック																																				15,399,000

				株式会社　大谷工務店																																				15,406,300

				有限会社　ナカムラ建工																																				15,406,800

				株式会社　谷津建設																																				15,410,200

				株式会社　宮野工務店																																				15,411,000

				株式会社　芳垣建設																																				15,424,000

				株式会社　水野工務店																																				15,425,000

				上條建設　株式会社																																				15,429,100

				坂本建設　株式会社																																				15,429,800

				株式会社　坂口工務店																																				15,436,900

				株式会社　三洋工業																																				15,440,500

				石黒建設　株式会社																																				15,444,000

				藤崎建業　株式会社																																				15,955,000

				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		17,220,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,305,800





Sheet2

		

				岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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　栗原工務店				◎		15,317,000		0

		2				株式会社　黒崎工務店				0		15,325,000		0

		3				菅野建設　株式会社				0		15,333,500		0

		4				日進建設　株式会社				0		15,337,900		0

		5				株式会社　浅川建設				0		15,373,900		0

		6				隅田建設　株式会社				0		15,384,650		0

		7				株式会社　ダイイチ				0		15,392,000		0

		8				有限会社　竣光電設				0		15,393,200		0

		9				原建設　株式会社				0		15,398,130		0

		10				株式会社　ヨコテック				0		15,399,000		0

		11				株式会社　大谷工務店				0		15,406,300		0

		12				有限会社　ナカムラ建工				0		15,406,800		0

		13				株式会社　谷津建設				0		15,410,200		0

		14				株式会社　宮野工務店				0		15,411,000		0

		15				株式会社　芳垣建設				0		15,424,000		0

		16				株式会社　水野工務店				0		15,425,000		0

		17				上條建設　株式会社				0		15,429,100		0

		18				坂本建設　株式会社				0		15,429,800		0

		19				株式会社　坂口工務店				0		15,436,900		0

		20				株式会社　三洋工業				0		15,440,500		0

		21				石黒建設　株式会社				0		15,444,000		0

		22				藤崎建業　株式会社				0		15,955,000		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		17,220,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,305,800





仮決定

																																平成26年3月27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						2013

		件　　　名 ケンメイ						岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				奥山

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　栗原工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2013

		件　　　名 ケンメイ						岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,542,360														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,225,360												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				奥山

																										℡		641-3125

																						※　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



税込金額入力



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　栗原工務店

																												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																				2013

						2				件名 ケンメイ																				岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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								25				―		1				―		2013

																						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

										岡津小学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　栗原工務店																								代表取締役　　栗原　聰 ダイヒョウトリシマリヤククリハラサトシ

		相手方 アイテカタ

														16,542,360

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前11時00分										業者数 ギョウシャスウ										22						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,225,360

																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　栗原工務店

																								$15,317,000

																								$16,542,360

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								保土ケ谷、旭、緑、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

		株式会社　栗原工務店		15,317,000

		株式会社　黒崎工務店		15,325,000

		菅野建設　株式会社		15,333,500

		日進建設　株式会社		15,337,900

		株式会社　浅川建設		15,373,900

		隅田建設　株式会社		15,384,650

		株式会社　ダイイチ		15,392,000

		有限会社　竣光電設		15,393,200

		原建設　株式会社		15,398,130

		株式会社　ヨコテック		15,399,000

		株式会社　大谷工務店		15,406,300

		有限会社　ナカムラ建工		15,406,800

		株式会社　谷津建設		15,410,200

		株式会社　宮野工務店		15,411,000

		株式会社　芳垣建設		15,424,000

		株式会社　水野工務店		15,425,000

		上條建設　株式会社		15,429,100

		坂本建設　株式会社		15,429,800

		株式会社　坂口工務店		15,436,900

		株式会社　三洋工業		15,440,500

		石黒建設　株式会社		15,444,000

		藤崎建業　株式会社		15,955,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2018

		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										東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										西区東ケ丘５９番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　東小学校　　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　太田小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　蒔田小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		7		月 ガツ		4		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$16,230,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						西区内、中区内、南区内、港南区内又は磯子区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）サン・アート														・		（株）アイ・テック

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				11		時 ジ		50		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2018

		工事件名 コウジケンメイ										東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		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												東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2018						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		27		日 ニチ				午前				11		時 ジ		50		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														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														663-8032																				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												16,230,000																				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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										14								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		西、中、南、港南、磯子																				担当　 タントウ		井形 イカタ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　イシケン																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				アーバン・エンジニアーズ　株式会社																																								磯子区								2																						西						Ａ																														西、中、南、港南、磯子、表彰者、

		A				株式会社　司工事																																								表彰者								3																						中						Ｂ																														中、南、港南、磯子、表彰者、

		B				有限会社　はま設備工業																																								表彰者								4																						南																																				南、港南、磯子、表彰者、

		A				株式会社　康栄社																																								磯子区								5																						港南																																				港南、磯子、表彰者、

		A				南海工業　株式会社																																								西区								6																						磯子								※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																												磯子、表彰者、

		A				矢崎設備工業　株式会社																																								港南区								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、

		A				株式会社　アクトエンジニアリング カブシキカイシャ																																								中区								8																						0																																				0

		A				株式会社　日本工業所																																								南区								9																						0																																				0

		B				三和工業　株式会社 サンワコウギョウカブシキカイシャ																																								西区								10																						0																																				0

		B				株式会社　シーエスワン カブシキカイシャ																																								中区								11																						0																																				0

		B				田中産商　株式会社 タナカサンショウカブシキカイシャ																																								磯子区								12																						0																																				0

		B				豊正工業　株式会社																																								西区								13																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

				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　イシケン		磯子区		B								14425000

		2		アーバン・エンジニアーズ　株式会社		磯子区		B								14474000

		3		株式会社　司工事		表彰者		A								14372700

		4		有限会社　はま設備工業		表彰者		B								14300000

		5		株式会社　康栄社		磯子区		A								14528000

		6		南海工業　株式会社		西区		A								14440000

		7		矢崎設備工業　株式会社		港南区		A								14416000

		8		株式会社　アクトエンジニアリング		中区		A								14549000

		9		株式会社　日本工業所		南区		A								14534000

		10		三和工業　株式会社		西区		B								14542000

		11		株式会社　シーエスワン		中区		B								14351500

		12		田中産商　株式会社		磯子区		B								14587500

		13		豊正工業　株式会社		西区		B								14590770

		14		株式会社　神奈川産業		南区		A								14501000

		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				2018

		工事名 コウジメイ				東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前11時50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　イシケン

				2		アーバン・エンジニアーズ　株式会社

				3		株式会社　司工事

				4		有限会社　はま設備工業

				5		株式会社　康栄社

				6		南海工業　株式会社

				7		矢崎設備工業　株式会社

				8		株式会社　アクトエンジニアリング

				9		株式会社　日本工業所

				10		三和工業　株式会社

				11		株式会社　シーエスワン

				12		田中産商　株式会社

				13		豊正工業　株式会社

				14		株式会社　神奈川産業

				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						2018																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														東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												16,230,000														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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				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

		

		東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事　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

				有限会社　はま設備工業						14,300,000		失格 シッカク

				株式会社　シーエスワン						14,351,500		無効 ムコウ

				株式会社　司工事						14,372,700		失格 シッカク

				矢崎設備工業　株式会社				◎		14,416,000

				株式会社　イシケン						14,425,000

				南海工業　株式会社						14,440,000

				アーバン・エンジニアーズ　株式会社						14,474,000

				株式会社　神奈川産業						14,501,000

				株式会社　康栄社						14,528,000

				株式会社　日本工業所						14,534,000

				三和工業　株式会社						14,542,000

				株式会社　アクトエンジニアリング						14,549,000

				田中産商　株式会社						14,587,500

				豊正工業　株式会社						14,590,770

				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		16,230,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,400,700





公示用

		

		東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前11時50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

				有限会社　はま設備工業																																				14,300,000		失格 シッカク

				株式会社　シーエスワン																																				14,351,500		無効 ムコウ

				株式会社　司工事																																				14,372,700		失格 シッカク

				矢崎設備工業　株式会社																																		◎		14,416,000

				株式会社　イシケン																																				14,425,000

				南海工業　株式会社																																				14,440,000

				アーバン・エンジニアーズ　株式会社																																				14,474,000

				株式会社　神奈川産業																																				14,501,000

				株式会社　康栄社																																				14,528,000

				株式会社　日本工業所																																				14,534,000

				三和工業　株式会社																																				14,542,000

				株式会社　アクトエンジニアリング																																				14,549,000

				田中産商　株式会社																																				14,587,500

				豊正工業　株式会社																																				14,590,770

				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		16,230,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,400,700





Sheet2

		

				東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事　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				矢崎設備工業　株式会社				◎		14,416,000		0

		2				株式会社　イシケン				0		14,425,000		0

		3				南海工業　株式会社				0		14,440,000		0

		4				アーバン・エンジニアーズ　株式会社				0		14,474,000		0

		5				株式会社　神奈川産業				0		14,501,000		0

		6				株式会社　康栄社				0		14,528,000		0

		7				株式会社　日本工業所				0		14,534,000		0

		8				三和工業　株式会社				0		14,542,000		0

		9				株式会社　アクトエンジニアリング				0		14,549,000		0

		10				田中産商　株式会社				0		14,587,500		0

		11				豊正工業　株式会社				0		14,590,770		0

		12				有限会社　はま設備工業				0		14,300,000		失格

		13				株式会社　司工事				0		14,372,700		失格

		14				株式会社　シーエスワン				0		14,351,500		無効

		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		16,230,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,400,700





仮決定

																																平成26年3月27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						2018

		件　　　名 ケンメイ						東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				井形

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		矢崎設備工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2018

		件　　　名 ケンメイ						東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		15,569,280														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,153,280												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				井形

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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

		矢崎設備工業　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																				2018

						2				件名 ケンメイ																				東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2018

																						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

										東小学校ほか２校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										矢崎設備工業　株式会社																								代表取締役　　矢崎　秀夫 ダイヒョウトリシマリヤクヤザキヒデオ

		相手方 アイテカタ

														15,569,280

		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				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				26				年 ネン		7				月 ガツ		4				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27日														午前11時50分										業者数 ギョウシャスウ										14						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,153,280

																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																矢崎設備工業　株式会社

																								$14,416,000

																								$15,569,280

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								西、中、南、港南、磯子





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		有限会社　はま設備工業		14,300,000

		株式会社　シーエスワン		14,351,500

		株式会社　司工事		14,372,700

		矢崎設備工業　株式会社		14,416,000

		株式会社　イシケン		14,425,000

		南海工業　株式会社		14,440,000

		アーバン・エンジニアーズ　株式会社		14,474,000

		株式会社　神奈川産業		14,501,000

		株式会社　康栄社		14,528,000

		株式会社　日本工業所		14,534,000

		三和工業　株式会社		14,542,000

		株式会社　アクトエンジニアリング		14,549,000

		田中産商　株式会社		14,587,500

		豊正工業　株式会社		14,590,770

		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

		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






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 ダイ		64						号 ゴウ												41,709

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2007

		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										老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										西区老松町２７番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										老松中学校
　水泳プールシート改修工事 　約４５５ｍ2
　倉庫屋根改修工事
北方小学校
　水泳プール防水改修工事　　約２９８ｍ2
　衛生経路塗装改修工事　 約４９ｍ2　

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$15,680,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						神奈川区内、西区内、中区内又は保土ケ谷区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）サン・アート														・		（株）アイ・テック

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		14		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		17		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午前				10		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						する						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										要求

		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																		営繕				課 カ		建築第二						係 カカリ		電話 デンワ				641-3125

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2007

		工事件名 コウジケンメイ										老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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												老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2007						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		27		日 ニチ				午前				10		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														営繕														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														641-3125																				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												15,680,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										20								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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		神奈川、西、中、保土ケ谷																				担当　 タントウ		髙木 タカギ										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								？

		C				株式会社　なごみ設計																																								中区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		C				有限会社　ナカムラ建工																																								保土ケ谷区								2																						神奈川						Ｂ																														神奈川、西、中、保土ケ谷、表彰者、

		B				株式会社　栄幸建設																																								中区								3																						西						Ｃ																														西、中、保土ケ谷、表彰者、

		B				株式会社　テック																																								中区								4																						中																																				中、保土ケ谷、表彰者、

		C				株式会社　水野工務店																																								保土ケ谷区								5																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、表彰者、

		Ｃ				アサヒペイント　株式会社																																								西区								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、

		C				株式会社　大和建設																																								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

		B				菅野建設　株式会社																																								保土ケ谷区								8																						0																																				0

		B				株式会社　スルガコーポレーション																																								神奈川区								9																						0																																				0

		B				株式会社　芳垣建設																																								表彰者								10																						0																																				0

		B				原建設　株式会社																																								保土ケ谷区								11																						0																																				0

		B				株式会社　ダイイチ																																								保土ケ谷区								12																						0																																				0

		B				株式会社　青柳組																																								中区								13																						0																																				0

		A				株式会社　アルテック																																								中区								14																						0																																				0

		B				株式会社　横溝工務店 カブシキカイシャヨコミゾコウムテン																																								神奈川区								15																						0																																				0

		B				和同建設　株式会社 ワドウケンセツカブシキカイシャ																																								中区								16																						0																																				0

		C				有限会社　カサイ																																								西区								17

		C				株式会社　宮野工務店 カブシキカイシャミヤノコウムテン																																								保土ケ谷区								18

		B				株式会社　清水工務店 カブシキカイシャシミズコウムテン																																								神奈川区								19

		B				株式会社　谷津建設																																								保土ケ谷								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

				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　なごみ設計		中区		C								13994500

		2		有限会社　ナカムラ建工		保土ケ谷区		C								14006800

		3		株式会社　栄幸建設		中区		B								14061800

		4		株式会社　テック		中区		B								14050000

		5		株式会社　水野工務店		保土ケ谷区		C								14042000

		6		アサヒペイント　株式会社		西区		Ｃ								14024500

		7		株式会社　大和建設		西区		C								13558500

		8		菅野建設　株式会社		保土ケ谷区		B								13954500

		9		株式会社　スルガコーポレーション		神奈川区		B								15600000

		10		株式会社　芳垣建設		表彰者		B								14036000

		11		原建設　株式会社		保土ケ谷区		B								14014800

		12		株式会社　ダイイチ		保土ケ谷区		B								13996000

		13		株式会社　青柳組		中区		B								14068100

		14		株式会社　アルテック		中区		A								14133000

		15		株式会社　横溝工務店		神奈川区		B								13983000

		16		和同建設　株式会社		中区		B								14050000

		17		有限会社　カサイ		西区		C								13976400

		18		株式会社　宮野工務店		保土ケ谷区		C								14048000

		19		株式会社　清水工務店		神奈川区		B								13980000

		20		株式会社　谷津建設		保土ケ谷		B								14016200

		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				2007

		工事名 コウジメイ				老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午前10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　なごみ設計

				2		有限会社　ナカムラ建工

				3		株式会社　栄幸建設

				4		株式会社　テック

				5		株式会社　水野工務店

				6		アサヒペイント　株式会社

				7		株式会社　大和建設

				8		菅野建設　株式会社

				9		株式会社　スルガコーポレーション

				10		株式会社　芳垣建設

				11		原建設　株式会社

				12		株式会社　ダイイチ

				13		株式会社　青柳組

				14		株式会社　アルテック

				15		株式会社　横溝工務店

				16		和同建設　株式会社

				17		有限会社　カサイ

				18		株式会社　宮野工務店

				19		株式会社　清水工務店

				20		株式会社　谷津建設

				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						2007																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														老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事																																										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																		営繕												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

																				641-3125																																				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												15,680,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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

		

		老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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　大和建設						13,558,500		失格 シッカク

				菅野建設　株式会社						13,954,500		失格 シッカク

				有限会社　カサイ						13,976,400		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店						13,980,000		失格 シッカク

				株式会社　横溝工務店						13,983,000		失格 シッカク

				株式会社　なごみ設計						13,994,500		失格 シッカク

				株式会社　ダイイチ						13,996,000		失格 シッカク

				有限会社　ナカムラ建工				◎		14,006,800

				原建設　株式会社						14,014,800

				株式会社　谷津建設						14,016,200

				アサヒペイント　株式会社						14,024,500

				株式会社　芳垣建設						14,036,000

				株式会社　水野工務店						14,042,000

				株式会社　宮野工務店						14,048,000

				株式会社　テック						14,050,000

				和同建設　株式会社						14,050,000

				株式会社　栄幸建設						14,061,800

				株式会社　青柳組						14,068,100

				株式会社　アルテック						14,133,000

				株式会社　スルガコーポレーション						15,600,000

				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		15,680,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,003,800





公示用

		

		老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午前10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

				株式会社　大和建設																																				13,558,500		失格 シッカク

				菅野建設　株式会社																																				13,954,500		失格 シッカク

				有限会社　カサイ																																				13,976,400		失格 シッカク

				株式会社　清水工務店																																				13,980,000		失格 シッカク

				株式会社　横溝工務店																																				13,983,000		失格 シッカク

				株式会社　なごみ設計																																				13,994,500		失格 シッカク

				株式会社　ダイイチ																																				13,996,000		失格 シッカク

				有限会社　ナカムラ建工																																		◎		14,006,800

				原建設　株式会社																																				14,014,800

				株式会社　谷津建設																																				14,016,200

				アサヒペイント　株式会社																																				14,024,500

				株式会社　芳垣建設																																				14,036,000

				株式会社　水野工務店																																				14,042,000

				株式会社　宮野工務店																																				14,048,000

				株式会社　テック																																				14,050,000

				和同建設　株式会社																																				14,050,000

				株式会社　栄幸建設																																				14,061,800

				株式会社　青柳組																																				14,068,100

				株式会社　アルテック																																				14,133,000

				株式会社　スルガコーポレーション																																				15,600,000

				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		15,680,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,003,800





Sheet2

		

				老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事　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				有限会社　ナカムラ建工				◎		14,006,800		0

		2				原建設　株式会社				0		14,014,800		0

		3				株式会社　谷津建設				0		14,016,200		0

		4				アサヒペイント　株式会社				0		14,024,500		0

		5				株式会社　芳垣建設				0		14,036,000		0

		6				株式会社　水野工務店				0		14,042,000		0

		7				株式会社　宮野工務店				0		14,048,000		0

		8				株式会社　テック				0		14,050,000		0

		9				和同建設　株式会社				0		14,050,000		0

		10				株式会社　栄幸建設				0		14,061,800		0

		11				株式会社　青柳組				0		14,068,100		0

		12				株式会社　アルテック				0		14,133,000		0

		13				株式会社　スルガコーポレーション				0		15,600,000		0

		14				株式会社　大和建設				0		13,558,500		失格

		15				菅野建設　株式会社				0		13,954,500		失格

		16				有限会社　カサイ				0		13,976,400		失格

		17				株式会社　清水工務店				0		13,980,000		失格

		18				株式会社　横溝工務店				0		13,983,000		失格

		19				株式会社　なごみ設計				0		13,994,500		失格

		20				株式会社　ダイイチ				0		13,996,000		失格

		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		15,680,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,003,800





仮決定

																																平成26年3月27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						2007

		件　　　名 ケンメイ						老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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

																										工事担当 コウジタントウ				髙木

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		有限会社　ナカムラ建工														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2007

		件　　　名 ケンメイ						老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		15,127,344														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,120,544												】		【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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				髙木

																										℡		641-3125

																						※　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

		有限会社　ナカムラ建工

																												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																				2007

						2				件名 ケンメイ																				老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

						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27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				―		2007

																						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

										老松中学校ほか１校水泳プール改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										有限会社　ナカムラ建工																								代表取締役　　中村　晁 ダイヒョウトリシマリヤクナカムラアサ

		相手方 アイテカタ

														15,127,344

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		20				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27日														午前10時00分										業者数 ギョウシャスウ										20						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,120,544

																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																有限会社　ナカムラ建工

																								$14,006,800

																								$15,127,344

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜格付＞						Ｂ・Ｃ

														＜選定区＞								神奈川、西、中、保土ケ谷





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　大和建設		13,558,500

		菅野建設　株式会社		13,954,500

		有限会社　カサイ		13,976,400

		株式会社　清水工務店		13,980,000

		株式会社　横溝工務店		13,983,000

		株式会社　なごみ設計		13,994,500

		株式会社　ダイイチ		13,996,000

		有限会社　ナカムラ建工		14,006,800

		原建設　株式会社		14,014,800

		株式会社　谷津建設		14,016,200

		アサヒペイント　株式会社		14,024,500

		株式会社　芳垣建設		14,036,000

		株式会社　水野工務店		14,042,000

		株式会社　宮野工務店		14,048,000

		株式会社　テック		14,050,000

		和同建設　株式会社		14,050,000

		株式会社　栄幸建設		14,061,800

		株式会社　青柳組		14,068,100

		株式会社　アルテック		14,133,000

		株式会社　スルガコーポレーション		15,600,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2024

		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										谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										青葉区藤が丘一丁目５５番地１０ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　谷本小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　新治小学校　珪藻土式　３４ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$10,030,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						旭区内、港北区内、緑区内、都筑区内、青葉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。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（株）せいざん														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午後				1		時 ジ		50		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2024

		工事件名 コウジケンメイ										谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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												谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2024						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		27		日 ニチ				午後				1		時 ジ		50		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														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														663-8032																				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												10,030,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										22								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		旭、港北、緑、都筑、青葉、瀬谷																				担当　 タントウ		斉藤 サイトウ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　イエス																																								旭区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				永野工業　株式会社																																								旭区								2																						旭						Ａ																														旭、港北、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								瀬谷区								3																						港北						Ｂ																														港北、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　シンサナミ																																								旭区								4																						緑																																				緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				親亜　有限会社																																								旭区								5																						都筑																																				都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　東伸																																								都筑区								6																						青葉								※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																												青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ケイセツ																																								瀬谷区								7																						瀬谷								※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																												瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　相設																																								瀬谷区								8																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　日生設備																																								瀬谷区								9																						0																																				0

		B				アクアテック　株式会社																																								瀬谷区								10																						0																																				0

		B				関東工業　株式会社																																								緑区								11																						0																																				0

		B				有限会社　鈴木商店																																								青葉								12																						0																																				0

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								13																						0																																				0

		A				株式会社　司工事																																								表彰者								14																						0																																				0

		B				有限会社　はま設備工業																																								表彰者								15																						0																																				0

		B				クリスタルエンジニアリング　株式会社																																								青葉区								16																						0																																				0

		B				関戸工業　株式会社																																								瀬谷区								17

		B				株式会社　田中ポンプ製作所																																								緑区								18

		B				株式会社　高栄設備工業																																								瀬谷区								19

		A				有限会社　佐藤工業所																																								港北区								20

		B				三誠ジューキ　株式会社																																								旭区								21

		B				株式会社　今野設備																																								港北区								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

				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　イエス		旭区		B								8862000

		2		永野工業　株式会社		旭区		B								8926000

		3		株式会社　小松工業		瀬谷区		A								8994000

		4		株式会社　シンサナミ		旭区		A								8988000

		5		親亜　有限会社		旭区		B								8885000

		6		株式会社　東伸		都筑区		A								9021000

		7		株式会社　ケイセツ		瀬谷区		B								9027000

		8		株式会社　相設		瀬谷区		B								8918000

		9		株式会社　日生設備		瀬谷区		A								8899000

		10		アクアテック　株式会社		瀬谷区		B								8915600

		11		関東工業　株式会社		緑区		B								9227000

		12		有限会社　鈴木商店		青葉		B								8882500

		13		興和工業　株式会社		旭区		A								8882800

		14		株式会社　司工事		表彰者		A								8870300

		15		有限会社　はま設備工業		表彰者		B								8950000

		16		クリスタルエンジニアリング　株式会社		青葉区		B								8657673

		17		関戸工業　株式会社		瀬谷区		B								8714000

		18		株式会社　田中ポンプ製作所		緑区		B								8898800

		19		株式会社　高栄設備工業		瀬谷区		B								8905600

		20		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								9400000

		21		三誠ジューキ　株式会社		旭区		B								8942000

		22		株式会社　今野設備		港北区		B								8877000

		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				2024

		工事名 コウジメイ				谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午後1時50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　イエス

				2		永野工業　株式会社

				3		株式会社　小松工業

				4		株式会社　シンサナミ

				5		親亜　有限会社

				6		株式会社　東伸

				7		株式会社　ケイセツ

				8		株式会社　相設

				9		株式会社　日生設備

				10		アクアテック　株式会社

				11		関東工業　株式会社

				12		有限会社　鈴木商店

				13		興和工業　株式会社

				14		株式会社　司工事

				15		有限会社　はま設備工業

				16		クリスタルエンジニアリング　株式会社

				17		関戸工業　株式会社

				18		株式会社　田中ポンプ製作所

				19		株式会社　高栄設備工業

				20		有限会社　佐藤工業所

				21		三誠ジューキ　株式会社

				22		株式会社　今野設備

				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						2024																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														谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												10,030,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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

		

		谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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

				クリスタルエンジニアリング　株式会社						8,657,673		失格 シッカク

				関戸工業　株式会社						8,714,000		失格 シッカク

				株式会社　イエス						8,862,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事						8,870,300		失格 シッカク

				株式会社　今野設備				◎		8,877,000

				有限会社　鈴木商店						8,882,500

				興和工業　株式会社						8,882,800

				親亜　有限会社						8,885,000

				株式会社　田中ポンプ製作所						8,898,800

				株式会社　日生設備						8,899,000

				株式会社　高栄設備工業						8,905,600

				アクアテック　株式会社						8,915,600

				株式会社　相設						8,918,000

				永野工業　株式会社						8,926,000

				三誠ジューキ　株式会社						8,942,000

				有限会社　はま設備工業						8,950,000

				株式会社　シンサナミ						8,988,000

				株式会社　小松工業						8,994,000

				株式会社　東伸						9,021,000

				株式会社　ケイセツ						9,027,000

				関東工業　株式会社						9,227,000

				有限会社　佐藤工業所						9,400,000

				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		10,030,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,871,800





公示用

		

		谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午後1時50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

				クリスタルエンジニアリング　株式会社																																				8,657,673		失格 シッカク

				関戸工業　株式会社																																				8,714,000		失格 シッカク

				株式会社　イエス																																				8,862,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事																																				8,870,300		失格 シッカク

				株式会社　今野設備																																		◎		8,877,000

				有限会社　鈴木商店																																				8,882,500

				興和工業　株式会社																																				8,882,800

				親亜　有限会社																																				8,885,000

				株式会社　田中ポンプ製作所																																				8,898,800

				株式会社　日生設備																																				8,899,000

				株式会社　高栄設備工業																																				8,905,600

				アクアテック　株式会社																																				8,915,600

				株式会社　相設																																				8,918,000

				永野工業　株式会社																																				8,926,000

				三誠ジューキ　株式会社																																				8,942,000

				有限会社　はま設備工業																																				8,950,000

				株式会社　シンサナミ																																				8,988,000

				株式会社　小松工業																																				8,994,000

				株式会社　東伸																																				9,021,000

				株式会社　ケイセツ																																				9,027,000

				関東工業　株式会社																																				9,227,000

				有限会社　佐藤工業所																																				9,400,000

				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		10,030,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,871,800





Sheet2

		

				谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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　今野設備				◎		8,877,000		0

		2				有限会社　鈴木商店				0		8,882,500		0

		3				興和工業　株式会社				0		8,882,800		0

		4				親亜　有限会社				0		8,885,000		0

		5				株式会社　田中ポンプ製作所				0		8,898,800		0

		6				株式会社　日生設備				0		8,899,000		0

		7				株式会社　高栄設備工業				0		8,905,600		0

		8				アクアテック　株式会社				0		8,915,600		0

		9				株式会社　相設				0		8,918,000		0

		10				永野工業　株式会社				0		8,926,000		0

		11				三誠ジューキ　株式会社				0		8,942,000		0

		12				有限会社　はま設備工業				0		8,950,000		0

		13				株式会社　シンサナミ				0		8,988,000		0

		14				株式会社　小松工業				0		8,994,000		0

		15				株式会社　東伸				0		9,021,000		0

		16				株式会社　ケイセツ				0		9,027,000		0

		17				関東工業　株式会社				0		9,227,000		0

		18				有限会社　佐藤工業所				0		9,400,000		0

		19				クリスタルエンジニアリング　株式会社				0		8,657,673		失格

		20				関戸工業　株式会社				0		8,714,000		失格

		21				株式会社　イエス				0		8,862,000		失格

		22				株式会社　司工事				0		8,870,300		失格

		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		10,030,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,871,800





仮決定

																																平成26年3月27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						2024

		件　　　名 ケンメイ						谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				斉藤

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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　今野設備														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2024

		件　　　名 ケンメイ						谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		9,587,160														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								710,160												】		【収入印紙代  ￥								5,000						】

		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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				斉藤

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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　今野設備

																												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																				2024

						2				件名 ケンメイ																				谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2024

																						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

										谷本小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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　今野設備																								代表取締役　　今野　裕之 ダイヒョウトリシマリヤクコンノヒロユキ

		相手方 アイテカタ

														9,587,160

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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27日														午後1時50分										業者数 ギョウシャスウ										22						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$710,160

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\5,000

		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　今野設備

																								$8,877,000

																								$9,587,160

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								旭、港北、緑、都筑、青葉、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

		クリスタルエンジニアリング　株式会社		8,657,673

		関戸工業　株式会社		8,714,000

		株式会社　イエス		8,862,000

		株式会社　司工事		8,870,300

		株式会社　今野設備		8,877,000

		有限会社　鈴木商店		8,882,500

		興和工業　株式会社		8,882,800

		親亜　有限会社		8,885,000

		株式会社　田中ポンプ製作所		8,898,800

		株式会社　日生設備		8,899,000

		株式会社　高栄設備工業		8,905,600

		アクアテック　株式会社		8,915,600

		株式会社　相設		8,918,000

		永野工業　株式会社		8,926,000

		三誠ジューキ　株式会社		8,942,000

		有限会社　はま設備工業		8,950,000

		株式会社　シンサナミ		8,988,000

		株式会社　小松工業		8,994,000

		株式会社　東伸		9,021,000

		株式会社　ケイセツ		9,027,000

		関東工業　株式会社		9,227,000

		有限会社　佐藤工業所		9,400,000
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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 ダイ		65						号 ゴウ												41,716

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2020

		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										さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										磯子区上中里町５４８番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										プール循環器設備改修工事
　さわの里小学校　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上
　六浦小学校　　　砂ろ過式　３４ｍ3/ｈ以上

		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														26		年 ネン		6		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$11,150,000												（消費税及び地方消費税を除く） 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						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						給排水衛生設備工事

				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。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにのいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成24年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(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。

				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(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				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
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										文庫写真館														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		20		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイ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ジバンオヨ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サンショウ

		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		19		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		26		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

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		3		月 ガツ		27		日 ニチ				午後				1		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						する						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										要求

		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 カ		機械						係 カカリ		電話 デンワ				663-8032

		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 ソウム				課 カ		契約 ケイヤク						係 カカリ		電話 デンワ				641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2020

		工事件名 コウジケンメイ										さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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												さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2020						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		27		日 ニチ				午後				1		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														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														663-8032																				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												11,150,000																				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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										14								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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄																				担当　 タントウ		井形 イガタ										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		（月） ゲツ				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				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		31		日 ニチ		（月） ゲツ

		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								？

		B				株式会社　イシケン																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		0				髙和管設　株式会社 タカワカン																																								0								2																						中						Ａ																														中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、表彰者、

		B				アーバン・エンジニアーズ　株式会社																																								磯子区								3																						南						Ｂ																														南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、表彰者、

		A				株式会社　金子産商湘南																																								金沢区								4																						港南																																				港南、磯子、金沢、戸塚、栄、表彰者、

		A				株式会社　司工事																																								表彰者								5																						磯子																																				磯子、金沢、戸塚、栄、表彰者、

		B				アオキ工業　株式会社																																								金沢区								6																						金沢								※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																												金沢、戸塚、栄、表彰者、

		B				有限会社　はま設備工業																																								表彰者								7																						戸塚								※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																												戸塚、栄、表彰者、

		A				株式会社　康栄社																																								磯子区								8																						栄																																				栄、表彰者、

		A				矢崎設備工業　株式会社																																								港南区								9																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　アクトエンジニアリング																																								中区								10																						0																																				0

		A				株式会社　日本工業所 カブシキカイシャニホンコウギョウショ																																								南区								11																						0																																				0

		B				株式会社　シーエスワン																																								中区								12																						0																																				0

		B				田中産商　株式会社																																								磯子区								13																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												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

		

		さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

				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　イシケン		磯子区		B								9855000

		2		髙和管設　株式会社		0		0								10005000

		3		アーバン・エンジニアーズ　株式会社		磯子区		B								9943000

		4		株式会社　金子産商湘南		金沢区		A								9941700

		5		株式会社　司工事		表彰者		A								9863300

		6		アオキ工業　株式会社		金沢区		B								9901200

		7		有限会社　はま設備工業		表彰者		B								9934000

		8		株式会社　康栄社		磯子区		A								9946000

		9		矢崎設備工業　株式会社		港南区		A								9922000

		10		株式会社　アクトエンジニアリング		中区		A								9938000

		11		株式会社　日本工業所		南区		A								9956000

		12		株式会社　シーエスワン		中区		B								9873500

		13		田中産商　株式会社		磯子区		B								10035000

		14		株式会社　神奈川産業		南区		A								9878900

		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				2020

		工事名 コウジメイ				さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年3月27日		午後1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		株式会社　イシケン

				2		髙和管設　株式会社

				3		アーバン・エンジニアーズ　株式会社

				4		株式会社　金子産商湘南

				5		株式会社　司工事

				6		アオキ工業　株式会社

				7		有限会社　はま設備工業

				8		株式会社　康栄社

				9		矢崎設備工業　株式会社

				10		株式会社　アクトエンジニアリング

				11		株式会社　日本工業所

				12		株式会社　シーエスワン

				13		田中産商　株式会社

				14		株式会社　神奈川産業

				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						2020																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														さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事																																										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

																				663-8032																																				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												11,150,000														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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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

		

		さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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　イシケン						9,855,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事						9,863,300		失格 シッカク

				株式会社　シーエスワン						9,873,500		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業						9,878,900		失格 シッカク

				アオキ工業　株式会社						9,901,200		失格 シッカク

				矢崎設備工業　株式会社				◎		9,922,000

				有限会社　はま設備工業						9,934,000

				株式会社　アクトエンジニアリング						9,938,000

				株式会社　金子産商湘南						9,941,700

				アーバン・エンジニアーズ　株式会社						9,943,000

				株式会社　康栄社						9,946,000

				株式会社　日本工業所						9,956,000

				髙和管設　株式会社						10,005,000

				田中産商　株式会社						10,035,000

				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		11,150,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,908,400





公示用

		

		さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　入札顛末書

																平成26年3月27日																								午後1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

				株式会社　イシケン																																				9,855,000		失格 シッカク

				株式会社　司工事																																				9,863,300		失格 シッカク

				株式会社　シーエスワン																																				9,873,500		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業																																				9,878,900		失格 シッカク

				アオキ工業　株式会社																																				9,901,200		失格 シッカク

				矢崎設備工業　株式会社																																		◎		9,922,000

				有限会社　はま設備工業																																				9,934,000

				株式会社　アクトエンジニアリング																																				9,938,000

				株式会社　金子産商湘南																																				9,941,700

				アーバン・エンジニアーズ　株式会社																																				9,943,000

				株式会社　康栄社																																				9,946,000

				株式会社　日本工業所																																				9,956,000

				髙和管設　株式会社																																				10,005,000

				田中産商　株式会社																																				10,035,000

				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		11,150,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,908,400





Sheet2

		

				さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事　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				矢崎設備工業　株式会社				◎		9,922,000		0

		2				有限会社　はま設備工業				0		9,934,000		0

		3				株式会社　アクトエンジニアリング				0		9,938,000		0

		4				株式会社　金子産商湘南				0		9,941,700		0

		5				アーバン・エンジニアーズ　株式会社				0		9,943,000		0

		6				株式会社　康栄社				0		9,946,000		0

		7				株式会社　日本工業所				0		9,956,000		0

		8				髙和管設　株式会社				0		10,005,000		0

		9				田中産商　株式会社				0		10,035,000		0

		10				株式会社　イシケン				0		9,855,000		失格

		11				株式会社　司工事				0		9,863,300		失格

		12				株式会社　シーエスワン				0		9,873,500		失格

		13				株式会社　神奈川産業				0		9,878,900		失格

		14				アオキ工業　株式会社				0		9,901,200		失格

		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		11,150,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		9,908,400





仮決定

																																平成26年3月27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						2020

		件　　　名 ケンメイ						さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		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

		＊		41726.0						（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		31		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				井形

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		3		月		31		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

		矢崎設備工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2020

		件　　　名 ケンメイ						さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		10,715,760														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								793,760												】		【収入印紙代  ￥								5,000						】

		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

		　　※　契約締結は平成26年4月１日となります。 ケイヤクテイケツ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				井形

																										℡		663-8032

																						※　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



税込金額入力



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

		矢崎設備工業　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																				2020

						2				件名 ケンメイ																				さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

						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27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								25				―		1				―		2020

																						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

										さわの里小学校ほか１校プール循環器設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														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										矢崎設備工業　株式会社																								代表取締役　　矢崎　秀夫 ダイヒョウトリシマリヤクヤザキヒデオ

		相手方 アイテカタ

														10,715,760

		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				26				年 ネン		6				月 ガツ		27				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27日														午後1時10分										業者数 ギョウシャスウ										14						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$793,760

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\5,000

		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																矢崎設備工業　株式会社

																								$9,922,000

																								$10,715,760

		(備考）				入札条件								＜工種＞						管						＜細目＞						給排水衛生設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、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

		株式会社　イシケン		9,855,000

		株式会社　司工事		9,863,300

		株式会社　シーエスワン		9,873,500

		株式会社　神奈川産業		9,878,900

		アオキ工業　株式会社		9,901,200

		矢崎設備工業　株式会社		9,922,000

		有限会社　はま設備工業		9,934,000

		株式会社　アクトエンジニアリング		9,938,000

		株式会社　金子産商湘南		9,941,700

		アーバン・エンジニアーズ　株式会社		9,943,000

		株式会社　康栄社		9,946,000

		株式会社　日本工業所		9,956,000

		髙和管設　株式会社		10,005,000

		田中産商　株式会社		10,035,000
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