
◎＝落札者　

第　1　回

40,539,000 失格

◎ 41,815,000
41,873,000
44,000,000
44,930,000
46,000,000
48,000,000

入札予定額（円） 46,560,000
最低制限価格（円） 41,703,400

舞 岡 中 学 校 屋 内 運 動 場 内 部 改 修 そ の 他 工 事 （ 建 築 ） 入 札 顛 末 書

中 鉢 建 設 株 式 会 社

馬 淵 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 三 木 組

株 式 会 社 松 尾 工 務 店

業　　　者　　　名

平 成 26 年 6 月 19 日

小 雀 建 設 株 式 会 社

落札者

風 越 建 設 株 式 会 社

午 前 9 時 00 分

株 式 会 社 小 俣 組

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

23,644,000 失格

23,695,000 失格

◎ 23,788,000 くじにより落札

23,788,000
23,788,700
23,826,000
23,865,200
23,893,000
23,919,300
23,925,500
23,979,000
23,991,000
24,048,000
24,100,000
26,200,000

入札予定額（円） 26,680,000
最低制限価格（円） 23,771,200

午 前 9 時 10 分

菅 野 建 設 株 式 会 社

藤 崎 建 業 株 式 会 社

隅 田 建 設 株 式 会 社

北 友 建 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 栗 原 工 務 店

落札者

小 林 建 設 林 産 株 式 会 社

三 武 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 ヨ コ テ ッ ク

有 限 会 社 エ ス ワ イ シ ー

橘 中 学 校 個 別 支 援 学 級 改 修 工 事 （ 建 築 ・ 電 気 ・ 機 械 ） 入 札 顛 末 書

日 亜 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

ヤ マ ト 建 設 株 式 会 社

日 進 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

馬 淵 建 設 株 式 会 社

石 黒 建 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

18,925,000 失格

18,980,200 失格

◎ 19,007,000
19,010,000
19,025,000
19,040,000
19,058,700
19,070,000
19,072,000
19,075,400
19,088,000
19,112,000
19,900,000

入札予定額（円） 21,310,000
最低制限価格（円） 18,987,200

午 前 9 時 20 分

ア ラ ン 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 水 野 工 務 店

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

日 亜 建 設 株 式 会 社

落札者

小 林 建 設 林 産 株 式 会 社

三 武 建 設 株 式 会 社

北 友 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

す み れ が 丘 小 学 校 個 別 支 援 学 級 改 造 工 事 （ 建 築 ・ 電 気 ・ 機 械 ） 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 ナ カ ム ラ 建 工

株 式 会 社 宮 野 工 務 店

株 式 会 社 菅 原 建 鉄 工 業

ヤ マ ト 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

有 限 会 社 エ ス ワ イ シ ー

横 浜 塗 装 工 業 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

11,556,600 失格

11,564,600 失格

11,569,800 失格

11,598,000 失格

11,608,600 失格

11,646,000 失格

11,649,600 失格

11,650,000 失格

11,654,000 失格

11,665,500 失格

◎ 11,669,900
11,671,900
11,673,800
11,680,000
11,686,000
11,691,300
11,708,000
11,716,200
11,728,000
11,740,000
11,750,000
12,407,000
13,000,000

入札予定額（円） 13,060,000
最低制限価格（円） 11,665,800

株 式 会 社 ツ イ ン コ ム ネ ッ ト

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

大 冷 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 キ ャ ッ ト

午 前 9 時 30 分

株 式 会 社 興 友 社

株 式 会 社 浜 電 気

株 式 会 社 ヘ ル ツ

株 式 会 社 テ ク ノ 電 工

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム

東 洋 電 設 株 式 会 社

妙 光 電 機 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

有 限 会 社 竣 光 電 設

落札者

株 式 会 社 美 友 電 機 サ ー ビ ス

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 協 栄 電 設

愛 光 電 気 株 式 会 社

根 岸 中 学 校 屋 内 運 動 場 照 明 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 江 電 社

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

業　　　者　　　名

株 式 会 社 Ｅ Ｓ Ｃ

親 和 電 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

10,650,000 失格

10,666,600 失格

10,678,000 失格

◎ 10,710,000
10,713,000
10,718,500
10,728,000
10,730,200
10,731,000
10,741,800
10,744,500
10,750,000
10,760,900
10,772,700
10,778,000
10,800,000
10,811,260
11,500,000
11,800,000

入札予定額（円） 12,050,000
最低制限価格（円） 10,692,600

扶 桑 電 機 株 式 会 社

向 栄 電 気 工 業 株 式 会 社

午 前 9 時 40 分

Ｊ Ｆ Ｅ テ ク ノ ス 株 式 会 社

浜 川 電 気 株 式 会 社

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

東 洋 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 日 動 電 設

株 式 会 社 江 電 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

落札者

三 由 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

株 式 会 社 共 拓 社

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

東 市 ケ 尾 小 学 校 ほ か １ 校 屋 内 運 動 場 照 明 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 古 賀 電 気

弘 電 工 株 式 会 社

株 式 会 社 協 立 電 気 商 会

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

東 邦 電 設 株 式 会 社

親 和 電 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

11,155,500 失格

11,177,000 失格

11,177,700 失格

11,181,000 失格

11,191,000 失格

11,197,726 失格

11,198,000 失格

◎ 11,223,000
11,245,000
11,264,700
11,265,200
11,275,900
11,277,300
11,285,000
11,286,000
11,294,000
11,296,200
11,300,000
11,306,000
12,200,000

入札予定額（円） 12,620,000
最低制限価格（円） 11,206,400

大 岡 小 学 校 ほ か １ 校 屋 内 運 動 場 照 明 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 美 友 電 機 サ ー ビ ス

株 式 会 社 古 賀 電 気

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

業　　　者　　　名

株 式 会 社 協 栄 電 設

熊 沢 電 気 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

落札者

和 光 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 シ ン デ ン

株 式 会 社 秀 栄

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

午 前 9 時 50 分

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 花 方 電 設

株 式 会 社 ヘ ル ツ

会 津 電 業 株 式 会 社

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

平 成 26 年 6 月 19 日

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 五 常

株 式 会 社 ツ イ ン コ ム ネ ッ ト

有 限 会 社 エ ム エ ム 電 気 工 業



◎＝落札者　

第　1　回

44,000,000
44,570,000
45,750,000
46,300,000
46,500,000
50,660,000
50,820,000
60,660,000
65,500,000

入札予定額（円）

最低制限価格（円）

株 式 会 社 ニ ッ セ ツ

午 前 10 時 00 分

株 式 会 社 小 松 工 業

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

落札者

太 建 工 業 株 式 会 社

興 和 工 業 株 式 会 社

不　調

蓬 莱 荘 空 調 設 備 更 新 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 ヨ コ レ イ

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

株 式 会 社 康 栄 社

株 式 会 社 金 子 工 業 所

業　　　者　　　名



◎＝落札者　

第　1　回

19,533,500 失格

19,836,000 失格

◎ 19,941,200
19,955,300
20,746,000
20,892,000
21,700,000
21,700,000
22,000,000

入札予定額（円） 22,210,000
最低制限価格（円） 19,894,000

東 小 学 校 給 食 室 改 修 そ の 他 工 事 （ 機 械 ） 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 小 松 工 業

有 限 会 社 佐 藤 設 備 工 業 所

三 和 工 業 株 式 会 社

根 本 設 備 株 式 会 社

業　　　者　　　名

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 丸 伸 工 業 所

落札者

株 式 会 社 共 栄 社

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業

午 前 10 時 10 分

株 式 会 社 司 工 事

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

17,546,000 失格

17,609,000 失格

17,636,000 失格

◎ 17,676,000
17,687,000
17,703,000
17,775,000
17,800,000
18,442,000
18,658,000
19,000,000
19,350,000
19,350,000
19,355,000
19,500,000

入札予定額（円） 19,750,000
最低制限価格（円） 17,664,600

午 前 10 時 20 分

矢 崎 設 備 工 業 株 式 会 社

マ コ ト 設 備 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 金 子 工 業 所

根 本 設 備 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

紘 永 工 業 株 式 会 社

落札者

興 和 工 業 株 式 会 社

大 冷 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 イ エ ス

株 式 会 社 日 本 工 業 所

平 戸 台 小 学 校 給 食 室 改 修 工 事 （ 機 械 ） 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 小 松 工 業

東 洋 水 工 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

永 野 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 司 工 事

有 限 会 社 は ま 設 備 工 業



◎＝落札者　

第　1　回

10,821,000 失格

10,838,000 失格

◎ 10,898,200
10,903,000
10,904,000
10,910,000
11,339,000
12,000,000
12,000,000

入札予定額（円） 12,190,000
最低制限価格（円） 10,897,700

午 前 10 時 50 分

万 里 設 備 株 式 会 社

株 式 会 社 日 本 工 業 所

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 イ シ ケ ン

落札者

株 式 会 社 神 奈 川 産 業

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

南 小 学 校 給 食 室 給 湯 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 小 松 工 業

三 和 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 司 工 事

株 式 会 社 小 野 澤 工 業

業　　　者　　　名



◎＝落札者　

第　1　回

13,482,200 失格

13,499,000 失格

13,578,800 失格

13,597,000 失格

13,609,000 失格

13,648,700 失格

13,650,000 失格

13,652,000 失格

13,654,900 失格

◎ 13,664,800
13,666,900
13,680,900
13,706,000
13,709,200
13,718,400
13,726,000
13,729,000
13,750,000

入札予定額（円） 15,280,000
最低制限価格（円） 13,655,500

桜 台 小 学 校 給 食 室 改 修 そ の 他 工 事 ( 電 気 ) 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 日 動 電 設

株 式 会 社 江 電 社

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

会 津 電 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 協 栄 電 設

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

平 成 26 年 6 月 19 日

有 限 会 社 竣 光 電 設

落札者

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 コ ス モ

愛 光 電 気 株 式 会 社

午 前 11 時 00 分

株 式 会 社 ヘ ル ツ

株 式 会 社 キ ャ ッ ト

有 限 会 社 富 田 電 機

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 五 常



◎＝落札者　

第　1　回

10,732,000 失格

10,735,000 失格

10,743,200 失格

10,746,000 失格

10,748,000 失格

10,748,000 失格

10,754,000 失格

10,760,000 失格

10,764,000 失格

10,770,000 失格

10,780,100 失格

◎ 10,814,000
10,817,000
10,873,000
10,936,000

入札予定額（円） 12,090,000
最低制限価格（円） 10,793,600

東 小 学 校 給 食 室 改 修 そ の 他 工 事 ( 電 気 ) 入 札 顛 末 書

弘 電 工 株 式 会 社

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

会 津 電 業 株 式 会 社

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

Ｊ Ｆ Ｅ テ ク ノ ス 株 式 会 社

東 邦 電 設 株 式 会 社

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

落札者

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

午 前 11 時 10 分

有 限 会 社 富 田 電 機

浜 川 電 気 株 式 会 社

三 由 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 シ ン デ ン

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

10,932,000 失格

10,980,000 失格

10,988,000 失格

◎ 11,004,800
11,007,200
11,038,200
11,045,000
11,057,900
11,071,440
11,080,000
11,228,000
12,300,000

入札予定額（円） 12,340,000
最低制限価格（円） 10,999,500

午 前 11 時 20 分

株 式 会 社 日 動 電 設

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 江 電 社

落札者

株 式 会 社 協 栄 電 設

株 式 会 社 ヘ ル ツ

株 式 会 社 五 常

株 式 会 社 協 立 電 気 商 会

平 戸 台 小 学 校 給 食 室 改 修 工 事 （ 電 気 ） 入 札 顛 末 書

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 美 友 電 機 サ ー ビ ス

三 栄 電 設 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

業　　　者　　　名

大 冷 工 業 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

8,463,300 失格

8,564,000 失格

8,680,000 失格

8,680,800 失格

8,682,700 失格

8,708,300 失格

8,721,000 失格

◎ 8,794,500
8,799,450
8,801,300
8,802,400
8,817,500
8,826,000
8,834,200
8,843,000
9,490,000

入札予定額（円） 9,887,000
最低制限価格（円） 8,730,900

午 前 11 時 30 分

熊 沢 電 気 株 式 会 社

大 冷 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 協 栄 電 設

株 式 会 社 江 電 社

東 洋 電 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 ヘ ル ツ

落札者

株 式 会 社 秀 栄

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

緑 園 西 小 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ

三 栄 電 設 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

業　　　者　　　名

親 和 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム



◎＝落札者　

第　1　回

8,618,400 失格

8,850,000 失格

8,854,000 失格

8,869,500 失格

8,874,500 失格

8,891,000 失格

◎ 8,930,900
8,957,200
8,972,400
8,975,500
8,992,100
9,007,400
9,012,400
9,018,000
9,026,000
9,042,100
9,061,000
9,677,000
10,000,000

入札予定額（円） 10,080,000
最低制限価格（円） 8,894,400

大 冷 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 興 友 社

午 前 11 時 40 分

株 式 会 社 五 常

株 式 会 社 南 州 電 設

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

熊 沢 電 気 株 式 会 社

東 洋 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 ヘ ル ツ

落札者

株 式 会 社 江 電 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

親 和 電 設 株 式 会 社

本 郷 中 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

株 式 会 社 秀 栄

株 式 会 社 美 友 電 機 サ ー ビ ス

業　　　者　　　名

愛 光 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 協 栄 電 設



◎＝落札者　

第　1　回

8,245,180 失格

8,259,000 失格

8,263,000 失格

8,268,000 失格

8,272,000 失格

◎ 8,322,700
8,327,400
8,345,000
8,350,000
8,354,000
8,364,600
8,371,700
8,376,000
8,382,000
8,404,000
8,424,000
8,425,000

入札予定額（円） 9,385,000
最低制限価格（円） 8,283,400

午 前 11 時 50 分

Ｊ Ｆ Ｅ テ ク ノ ス 株 式 会 社

協 栄 電 機 株 式 会 社

浜 川 電 気 株 式 会 社

東 邦 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 五 晃 電 気

向 栄 電 気 工 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 ア イ キ ン 電 機 工 業

落札者

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 新 川 電 気

株 式 会 社 八 代 工 業

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

駒 岡 小 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

清 進 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

強 電 プ ラ ン ト 工 事 株 式 会 社

業　　　者　　　名

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

京 浜 電 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

7,868,000 失格

7,872,670 失格

7,882,000 失格

7,890,000 失格

7,918,000 失格

◎ 7,936,000
7,950,000
7,952,700
7,968,700
7,970,900
7,976,000
7,981,800
7,990,200

入札予定額（円） 8,961,000
最低制限価格（円） 7,918,300

午 後 1 時 10 分

株 式 会 社 興 友 社

愛 光 電 気 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

落札者

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 五 晃 電 気

株 式 会 社 八 代 工 業

岡 村 中 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 ア イ キ ン 電 機 工 業

清 進 電 設 株 式 会 社

三 沢 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 シ ン デ ン

業　　　者　　　名

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

京 浜 電 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

6,565,300 失格

6,572,000 失格

6,637,430 失格

◎ 6,689,200
6,699,000
6,699,900
6,721,000
6,721,100
6,724,000
6,735,000
6,736,000
6,797,000
6,799,000

入札予定額（円） 7,555,000
最低制限価格（円） 6,657,900

午 後 1 時 20 分

株 式 会 社 協 立 電 気 商 会

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

落札者

株 式 会 社 古 賀 電 気

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

向 栄 電 気 工 業 株 式 会 社

東 邦 電 設 株 式 会 社

城 郷 中 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 ア イ キ ン 電 機 工 業

三 由 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 新 川 電 気

業　　　者　　　名

浜 川 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ



◎＝落札者　

第　1　回

6,547,700 失格

6,552,000 失格

6,564,000 失格

6,577,000 失格

◎ 6,603,000
6,604,100
6,612,500
6,626,000
6,629,400
6,641,700
6,645,800
6,650,000
6,664,000
6,724,000
6,726,000

入札予定額（円） 7,474,000
最低制限価格（円） 6,588,200

美 し が 丘 中 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

協 栄 電 機 株 式 会 社

大 口 電 設 株 式 会 社

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 日 動 電 設

業　　　者　　　名

株 式 会 社 協 立 電 気 商 会

東 邦 電 設 株 式 会 社

平 成 26 年 6 月 19 日

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

落札者

東 洋 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 新 川 電 気

親 和 電 設 株 式 会 社

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

午 後 1 時 30 分

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

浜 川 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

6,275,000 失格

6,290,000 失格

◎ 6,324,631
6,335,400
6,350,500
6,355,500
6,367,700
6,368,000
6,371,400
6,374,500
6,378,000
6,379,600
6,386,000
6,389,000
6,408,000
6,443,000
6,462,100
6,468,000

入札予定額（円） 7,183,000
最低制限価格（円） 6,324,100

株 式 会 社 協 立 電 気 商 会

午 後 1 時 40 分

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

有 限 会 社 富 田 電 機

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

株 式 会 社 コ ス モ

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

落札者

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 日 動 電 設

株 式 会 社 太 洋 電 設

株 式 会 社 横 浜 電 業

東 野 中 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

和 光 電 気 工 事 株 式 会 社

有 限 会 社 竣 光 電 設

東 洋 電 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

親 和 電 設 株 式 会 社

会 津 電 業 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

6,070,000 失格

6,087,000 失格

6,103,600 失格

◎ 6,142,000
6,152,700
6,160,400
6,168,000
6,172,600
6,174,200
6,175,500
6,177,100
6,187,000
6,257,000

入札予定額（円） 6,953,000
最低制限価格（円） 6,125,500

長 津 田 第 二 小 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

清 進 電 設 株 式 会 社

大 口 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 日 動 電 設

株 式 会 社 古 賀 電 気

業　　　者　　　名

株 式 会 社 協 立 電 気 商 会

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

平 成 26 年 6 月 19 日

協 栄 電 機 株 式 会 社

落札者

株 式 会 社 コ ス モ

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

株 式 会 社 五 晃 電 気

京 浜 電 設 株 式 会 社

午 後 1 時 50 分

株 式 会 社 八 代 工 業

有 限 会 社 竣 光 電 設

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

5,864,400 失格

6,002,000 失格

6,021,200 失格

6,036,000 失格

6,044,500 失格

◎ 6,050,000
6,050,800
6,066,000
6,087,000
6,090,500
6,091,700
6,101,000
6,105,700
6,108,000
6,109,500
6,111,000
6,122,000
6,122,000
6,124,000
6,146,000
6,174,500
6,181,760

入札予定額（円） 6,875,000
最低制限価格（円） 6,048,100

熊 沢 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 五 常

株 式 会 社 興 友 社

有 限 会 社 富 田 電 機

株 式 会 社 南 州 電 設

午 後 2 時 00 分

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 協 栄 電 設

会 津 電 業 株 式 会 社

株 式 会 社 秀 栄

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 ヘ ル ツ

落札者

三 沢 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 シ ン デ ン

株 式 会 社 太 洋 電 設

株 式 会 社 古 賀 電 気

日 野 小 学 校 ほ か ２ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

和 光 電 気 工 事 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 横 浜 電 業

愛 光 電 気 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

4,903,500 失格

5,008,000 失格

5,034,500 失格

5,059,000 失格

5,059,000 失格

5,064,000 失格

5,070,000 失格

◎ 5,087,800
5,092,200
5,099,000
5,101,800
5,102,000
5,123,500
5,130,000
5,150,000
5,160,900
5,187,440
5,301,000

入札予定額（円） 5,762,000
最低制限価格（円） 5,075,800

大 冷 工 業 株 式 会 社

午 後 2 時 10 分

株 式 会 社 興 友 社

愛 光 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 南 州 電 設

株 式 会 社 五 常

三 沢 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 ヘ ル ツ

落札者

株 式 会 社 シ ン デ ン

株 式 会 社 古 賀 電 気

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

親 和 電 設 株 式 会 社

丸 山 台 小 学 校 ほ か １ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ

業　　　者　　　名

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム

株 式 会 社 協 栄 電 設



◎＝落札者　

第　1　回

4,966,000 失格

4,984,000 失格

5,005,644 失格

5,018,100 失格

5,027,700 辞退

5,035,300 辞退

◎ 5,037,000
5,043,200
5,047,000
5,051,000
5,059,000
5,070,000
5,100,800
5,109,000
5,110,450
5,111,000
5,115,700
5,240,000

入札予定額（円） 5,696,000
最低制限価格（円） 5,020,000

深 谷 台 小 学 校 ほ か １ 校 高 圧 引 込 ケ ー ブ ル 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

三 栄 電 設 株 式 会 社

和 光 電 気 工 事 株 式 会 社

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

業　　　者　　　名

株 式 会 社 五 常

株 式 会 社 コ ス モ

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

落札者

有 限 会 社 竣 光 電 設

株 式 会 社 秀 栄

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

熊 沢 電 気 株 式 会 社

午 後 2 時 20 分

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 日 動 電 設

有 限 会 社 富 田 電 機

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

株 式 会 社 太 洋 電 設

会 津 電 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

大 冷 工 業 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

17,108,900 失格

17,111,000 失格

17,111,000 失格

17,120,700 失格

17,133,000 失格

17,135,500 失格

17,136,500 失格

◎ 17,166,000
17,168,000
17,170,000
17,226,000
17,417,000

辞退

入札予定額（円） 19,140,000
最低制限価格（円） 17,141,800

午 後 2 時 40 分

株 式 会 社 Ｅ Ｓ Ｃ

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 19 日

株 式 会 社 江 電 社

落札者

株 式 会 社 美 友 電 機 サ ー ビ ス

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

大 冷 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ

倉 田 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 （ そ の ２ ） 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 ツ イ ン コ ム ネ ッ ト

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム

業　　　者　　　名

伸 陽 電 気 工 事 株 式 会 社

三 栄 電 設 株 式 会 社
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	2094
	公示用

	2095
	公示用

	2096
	公示用

	2097
	公示用

	2098
	公示用

	2099
	公示用

	2100
	公示用

	2101
	公示用

	2102
	公示用

	2103
	公示用

	2104
	公示用

	2105
	公示用

	2106
	公示用

	2107
	公示用

	2108
	公示用

	2121
	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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2095

		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										桜台小学校給食室改修その他工事(電気)

		施工場所 セコウバショ										保土ケ谷区桜ケ丘一丁目１３番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										給食室改修工事
上記に伴う電気設備工事

		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		10		月 ガツ		24		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$15,280,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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						港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、緑区内、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												桜台小学校給食室改修その他工事(電気)																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2095						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		6		月 ガツ		19		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														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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												15,280,000																				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		10				月 ガツ		24				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、緑、栄、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								東小学校ほか２校給食室改修業務

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　キャット																																								旭区								2																						港南						Ａ																														港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、緑、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				ナトリ電設　株式会社																																								緑区								3																						保土ケ谷						Ｂ																														保土ケ谷、旭、磯子、金沢、緑、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				有限会社　富田電機																																								保土ケ谷区								4																						旭																																				旭、磯子、金沢、緑、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								5																						磯子																																				磯子、金沢、緑、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								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、緑、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								表彰者								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、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								8																						栄																																				栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　コスモ																																								旭区								9																						泉																																				泉、瀬谷、表彰者、

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								10																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　五常																																								金沢区								11																						表彰者																																				表彰者、

		A				丸子電気工事　株式会社																																								表彰者								12																						0																																				0

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								13																						0																																				0

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								14																						0																																				0

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								15																						0																																				0

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								16																						0																																				0

		B				有限会社　竣光電設 シュン																																								旭区								17

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								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

		

		桜台小学校給食室改修その他工事(電気)

				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		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								13654900

		2		株式会社　キャット		旭区		B								13726000

		3		ナトリ電設　株式会社		緑区		A								13709200

		4		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								13729000

		5		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								13706000

		6		愛光電気　株式会社		磯子区		A								13666900

		7		株式会社　江電社		表彰者		A								13578800

		8		株式会社　協栄電設		港南区		B								13680900

		9		株式会社　コスモ		旭区		B								13664800

		10		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								13648700

		11		株式会社　五常		金沢区		B								13750000

		12		丸子電気工事　株式会社		表彰者		A								13650000

		13		株式会社　ヘルツ		港南区		B								13718400

		14		株式会社　日動電設		緑区		B								13499000

		15		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								13609000

		16		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								13597000

		17		有限会社　竣光電設		旭区		B								13482200

		18		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								13652000

		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				2095

		工事名 コウジメイ				桜台小学校給食室改修その他工事(電気)

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		神電設備工業　株式会社

				2		株式会社　キャット

				3		ナトリ電設　株式会社

				4		有限会社　富田電機

				5		宇田川電設　株式会社

				6		愛光電気　株式会社

				7		株式会社　江電社

				8		株式会社　協栄電設

				9		株式会社　コスモ

				10		誠友テクノス　株式会社

				11		株式会社　五常

				12		丸子電気工事　株式会社

				13		株式会社　ヘルツ

				14		株式会社　日動電設

				15		会津電業　株式会社

				16		株式会社　横山電気工業

				17		有限会社　竣光電設

				18		尾鈴電気　株式会社

				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						2095																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														桜台小学校給食室改修その他工事(電気)																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												15,280,000														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		10				月 ガツ		24				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

		

		桜台小学校給食室改修その他工事(電気)　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　竣光電設						13,482,200		失格 シッカク

				株式会社　日動電設						13,499,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						13,578,800		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業						13,597,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社						13,609,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						13,648,700		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						13,650,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社						13,652,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社						13,654,900		失格 シッカク

				株式会社　コスモ				◎		13,664,800

				愛光電気　株式会社						13,666,900

				株式会社　協栄電設						13,680,900

				宇田川電設　株式会社						13,706,000

				ナトリ電設　株式会社						13,709,200

				株式会社　ヘルツ						13,718,400

				株式会社　キャット						13,726,000

				有限会社　富田電機						13,729,000

				株式会社　五常						13,750,000

				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		15,280,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,655,500





公示用

		

		桜台小学校給食室改修その他工事(電気)　入札顛末書

																平成26年6月19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

				有限会社　竣光電設																																				13,482,200		失格 シッカク

				株式会社　日動電設																																				13,499,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				13,578,800		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業																																				13,597,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社																																				13,609,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				13,648,700		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				13,650,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社																																				13,652,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社																																				13,654,900		失格 シッカク

				株式会社　コスモ																																		◎		13,664,800

				愛光電気　株式会社																																				13,666,900

				株式会社　協栄電設																																				13,680,900

				宇田川電設　株式会社																																				13,706,000

				ナトリ電設　株式会社																																				13,709,200

				株式会社　ヘルツ																																				13,718,400

				株式会社　キャット																																				13,726,000

				有限会社　富田電機																																				13,729,000

				株式会社　五常																																				13,750,000

				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		15,280,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,655,500





Sheet2

		

				桜台小学校給食室改修その他工事(電気)　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　コスモ				◎		13,664,800		0

		2				愛光電気　株式会社				0		13,666,900		0

		3				株式会社　協栄電設				0		13,680,900		0

		4				宇田川電設　株式会社				0		13,706,000		0

		5				ナトリ電設　株式会社				0		13,709,200		0

		6				株式会社　ヘルツ				0		13,718,400		0

		7				株式会社　キャット				0		13,726,000		0

		8				有限会社　富田電機				0		13,729,000		0

		9				株式会社　五常				0		13,750,000		0

		10				有限会社　竣光電設				0		13,482,200		失格

		11				株式会社　日動電設				0		13,499,000		失格

		12				株式会社　江電社				0		13,578,800		失格

		13				株式会社　横山電気工業				0		13,597,000		失格

		14				会津電業　株式会社				0		13,609,000		失格

		15				誠友テクノス　株式会社				0		13,648,700		失格

		16				丸子電気工事　株式会社				0		13,650,000		失格

		17				尾鈴電気　株式会社				0		13,652,000		失格

		18				神電設備工業　株式会社				0		13,654,900		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		15,280,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,655,500





仮決定

																																平成26年6月19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						2095

		件　　　名 ケンメイ						桜台小学校給食室改修その他工事(電気)

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　コスモ														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2095

		件　　　名 ケンメイ						桜台小学校給食室改修その他工事(電気)

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		14,757,984														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,093,184												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　コスモ

																												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																				2095

						2				件名 ケンメイ																				桜台小学校給食室改修その他工事(電気)

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2095

																						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

										桜台小学校給食室改修その他工事(電気)

		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																														東小学校ほか２校給食室改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　コスモ																								代表取締役　　北原　友介 ダイヒョウトリシマリヤクキタハラトモスケ

		相手方 アイテカタ

														14,757,984

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		10				月 ガツ		24				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6月19日														午前11時00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								$1,093,184

																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　コスモ

																								$13,664,800

																								$14,757,984

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、緑、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

		有限会社　竣光電設		13,482,200

		株式会社　日動電設		13,499,000

		株式会社　江電社		13,578,800

		株式会社　横山電気工業		13,597,000

		会津電業　株式会社		13,609,000

		誠友テクノス　株式会社		13,648,700

		丸子電気工事　株式会社		13,650,000

		尾鈴電気　株式会社		13,652,000

		神電設備工業　株式会社		13,654,900

		株式会社　コスモ		13,664,800

		愛光電気　株式会社		13,666,900

		株式会社　協栄電設		13,680,900

		宇田川電設　株式会社		13,706,000

		ナトリ電設　株式会社		13,709,200

		株式会社　ヘルツ		13,718,400

		株式会社　キャット		13,726,000

		有限会社　富田電機		13,729,000

		株式会社　五常		13,750,000
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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		入札予定額（円）

		0		最低制限価格（円）

		0		0

		0		0
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		0		0

		0		0
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2090

		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										大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		施工場所 セコウバショ										南区大橋町３丁目４９番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										大岡小学校・太田小学校
　屋内運動場照明改修工事
　　昇降式照明器具改修工事
　　既存分電盤改修工事
　　昇降操作盤新設工事
　　付帯施設照明器具改修工事

		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		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$12,620,000												（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。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、保土ケ谷区内、金沢区内、栄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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2090						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		6		月 ガツ		19		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														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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												12,620,000																				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		9				月 ガツ		19				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		西、南、港南、保土ケ谷、金沢、栄、瀬谷																				担当　 タントウ		入谷 イリヤ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								本町小学校ほか５校屋体照明改修業務

		B				株式会社　花方電設																																								金沢区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　五常																																								金沢区								2																						西						Ａ																														西、南、港南、保土ケ谷、金沢、栄、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								3																						表彰者 ヒョウショウシャ						Ｂ						大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								4																						0																																				0

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								5																						0																																				0		表彰者 ヒョウショウシャ

		A				株式会社　江電社																																								表彰者 ヒョウショウシャ								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

		B				株式会社　協栄電設																																								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

		B				和光電気工事　株式会社																																								保土ケ谷区								8																						0																																				0

		A				新興電設工業　株式会社																																								西区								9																						0																																				0

		A				株式会社　美友電機サービス																																								瀬谷区								10																						0																																				0

		B				株式会社　ツインコムネット																																								瀬谷区								11																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								表彰者 ヒョウショウシャ								12																						0																																				0

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								13																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								14																						0																																				0

		B				有限会社　エムエム電気工業																																								南区								15																						0																																				0

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								16																						0																																				0

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								17

		B				株式会社　秀栄																																								南区								18

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								19

		B				熊沢電気　株式会社																																								南区								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

		

		大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

				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　花方電設		金沢区		B								11294000

		2		株式会社　五常		金沢区		B								11300000

		3		株式会社　平岡電機工事		南区		B								11265200

		4		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								11181000

		5		株式会社　古賀電気		南区		B								11177700

		6		株式会社　江電社		表彰者		A								11245000

		7		株式会社　協栄電設		港南区		B								11275900

		8		和光電気工事　株式会社		保土ケ谷区		B								11197726

		9		新興電設工業　株式会社		西区		A								11198000

		10		株式会社　美友電機サービス		瀬谷区		A								11177000

		11		株式会社　ツインコムネット		瀬谷区		B								11306000

		12		丸子電気工事　株式会社		表彰者		A								11155500

		13		株式会社　ヘルツ		港南区		B								11296200

		14		株式会社　シンデン		西区		A								11223000

		15		有限会社　エムエム電気工業		南区		B								12200000

		16		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								11285000

		17		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								11191000

		18		株式会社　秀栄		南区		B								11264700

		19		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								11286000

		20		熊沢電気　株式会社		南区		B								11277300

		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				2090

		工事名 コウジメイ				大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　花方電設

				2		株式会社　五常

				3		株式会社　平岡電機工事

				4		神電設備工業　株式会社

				5		株式会社　古賀電気

				6		株式会社　江電社

				7		株式会社　協栄電設

				8		和光電気工事　株式会社

				9		新興電設工業　株式会社

				10		株式会社　美友電機サービス

				11		株式会社　ツインコムネット

				12		丸子電気工事　株式会社

				13		株式会社　ヘルツ

				14		株式会社　シンデン

				15		有限会社　エムエム電気工業

				16		会津電業　株式会社

				17		株式会社　横山電気工業

				18		株式会社　秀栄

				19		尾鈴電気　株式会社

				20		熊沢電気　株式会社

				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						2090																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														大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												12,620,000														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		9				月 ガツ		19				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

		

		大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事　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

				丸子電気工事　株式会社						11,155,500		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス						11,177,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						11,177,700		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社						11,181,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業						11,191,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社						11,197,726		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社						11,198,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン				◎		11,223,000

				株式会社　江電社						11,245,000

				株式会社　秀栄						11,264,700

				株式会社　平岡電機工事						11,265,200

				株式会社　協栄電設						11,275,900

				熊沢電気　株式会社						11,277,300

				会津電業　株式会社						11,285,000

				尾鈴電気　株式会社						11,286,000

				株式会社　花方電設						11,294,000

				株式会社　ヘルツ						11,296,200

				株式会社　五常						11,300,000

				株式会社　ツインコムネット						11,306,000

				有限会社　エムエム電気工業						12,200,000

				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		12,620,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,206,400





公示用

		

		大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				丸子電気工事　株式会社																																				11,155,500		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス																																				11,177,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				11,177,700		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社																																				11,181,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業																																				11,191,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社																																				11,197,726		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社																																				11,198,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																		◎		11,223,000

				株式会社　江電社																																				11,245,000

				株式会社　秀栄																																				11,264,700

				株式会社　平岡電機工事																																				11,265,200

				株式会社　協栄電設																																				11,275,900

				熊沢電気　株式会社																																				11,277,300

				会津電業　株式会社																																				11,285,000

				尾鈴電気　株式会社																																				11,286,000

				株式会社　花方電設																																				11,294,000

				株式会社　ヘルツ																																				11,296,200

				株式会社　五常																																				11,300,000

				株式会社　ツインコムネット																																				11,306,000

				有限会社　エムエム電気工業																																				12,200,000

				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		12,620,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,206,400





Sheet2

		

				大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事　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　シンデン				◎		11,223,000		0

		2				株式会社　江電社				0		11,245,000		0

		3				株式会社　秀栄				0		11,264,700		0

		4				株式会社　平岡電機工事				0		11,265,200		0

		5				株式会社　協栄電設				0		11,275,900		0

		6				熊沢電気　株式会社				0		11,277,300		0

		7				会津電業　株式会社				0		11,285,000		0

		8				尾鈴電気　株式会社				0		11,286,000		0

		9				株式会社　花方電設				0		11,294,000		0

		10				株式会社　ヘルツ				0		11,296,200		0

		11				株式会社　五常				0		11,300,000		0

		12				株式会社　ツインコムネット				0		11,306,000		0

		13				有限会社　エムエム電気工業				0		12,200,000		0

		14				丸子電気工事　株式会社				0		11,155,500		失格

		15				株式会社　美友電機サービス				0		11,177,000		失格

		16				株式会社　古賀電気				0		11,177,700		失格

		17				神電設備工業　株式会社				0		11,181,000		失格

		18				株式会社　横山電気工業				0		11,191,000		失格

		19				和光電気工事　株式会社				0		11,197,726		失格

		20				新興電設工業　株式会社				0		11,198,000		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		12,620,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,206,400





仮決定

																																平成26年6月19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						2090

		件　　　名 ケンメイ						大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				入谷

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　シンデン														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2090

		件　　　名 ケンメイ						大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		12,120,840														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								897,840												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				入谷

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　シンデン

																												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																				2090

						2				件名 ケンメイ																				大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2090

																						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

										大岡小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		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																														本町小学校ほか５校屋体照明改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　シンデン																								代表取締役　　梶原　洋 ダイヒョウトリシマリヤクカジハラヨウ

		相手方 アイテカタ

														12,120,840

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		19				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6月19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								$897,840

																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　シンデン

																								$11,223,000

																								$12,120,840

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								西、南、港南、保土ケ谷、金沢、栄、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

		丸子電気工事　株式会社		11,155,500

		株式会社　美友電機サービス		11,177,000

		株式会社　古賀電気		11,177,700

		神電設備工業　株式会社		11,181,000

		株式会社　横山電気工業		11,191,000

		和光電気工事　株式会社		11,197,726

		新興電設工業　株式会社		11,198,000

		株式会社　シンデン		11,223,000

		株式会社　江電社		11,245,000

		株式会社　秀栄		11,264,700

		株式会社　平岡電機工事		11,265,200

		株式会社　協栄電設		11,275,900

		熊沢電気　株式会社		11,277,300

		会津電業　株式会社		11,285,000

		尾鈴電気　株式会社		11,286,000

		株式会社　花方電設		11,294,000

		株式会社　ヘルツ		11,296,200

		株式会社　五常		11,300,000

		株式会社　ツインコムネット		11,306,000

		有限会社　エムエム電気工業		12,200,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2107

		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										丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										港南区丸山台三丁目８番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										丸山台小学校・一本松小学校 
　高圧引込ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$5,762,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2107						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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												5,762,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		西、中、港南、磯子、金沢、戸塚、泉																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								2																						西						Ａ																														西、中、港南、磯子、金沢、戸塚、泉、表彰者、

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								3																						中						Ｂ																														中、港南、磯子、金沢、戸塚、泉、表彰者、

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								4																						港南																																				港南、磯子、金沢、戸塚、泉、表彰者、

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								5																						磯子																																				磯子、金沢、戸塚、泉、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								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、泉、表彰者、

		Ｂ				株式会社　須田電気商会																																								中								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、泉、表彰者、

		A				新興電設工業　株式会社																																								西区								8																						泉																																				泉、表彰者、

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								9																						表彰者																																				表彰者、

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								10																						0																																				0

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								11																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								12																						0																																				0

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								13																						0																																				0

		B				株式会社　太陽システム																																								中区								14																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								15																						0																																				0

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								16																						0																																				0

		B				株式会社　南州電設																																								港南区								17

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ																																								中区								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

		

		丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

				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		親和電設　株式会社		泉区		B								5101800

		2		株式会社　古賀電気		南区		B								5087800

		3		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								5059000

		4		愛光電気　株式会社		磯子区		A								5160900

		5		三沢電機　株式会社		西区		A								5070000

		6		株式会社　協栄電設		港南区		B								5123500

		7		株式会社　須田電気商会		中		Ｂ								5008000

		8		新興電設工業　株式会社		西区		A								5099000

		9		株式会社　興友社		磯子区		B								5150000

		10		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								5034500

		11		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								5301000

		12		株式会社　五常		金沢区		B								5130000

		13		株式会社　ヘルツ		港南区		B								4903500

		14		株式会社　太陽システム		中区		B								5102000

		15		株式会社　シンデン		西区		A								5064000

		16		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								5092200

		17		株式会社　南州電設		港南区		B								5187440

		18		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								5059000

		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				2107

		工事名 コウジメイ				丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19日		午後2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　　

						0

		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		親和電設　株式会社

				2		株式会社　古賀電気

				3		宇田川電設　株式会社

				4		愛光電気　株式会社

				5		三沢電機　株式会社

				6		株式会社　協栄電設

				7		株式会社　須田電気商会

				8		新興電設工業　株式会社

				9		株式会社　興友社

				10		誠友テクノス　株式会社

				11		大冷工業　株式会社

				12		株式会社　五常

				13		株式会社　ヘルツ

				14		株式会社　太陽システム

				15		株式会社　シンデン

				16		株式会社　斎藤電気商会

				17		株式会社　南州電設

				18		株式会社　神奈川ケイテクノ

				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						2107																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														丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												5,762,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事　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　ヘルツ						4,903,500		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会						5,008,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						5,034,500		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社						5,059,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ						5,059,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン						5,064,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社						5,070,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						5,087,800		辞退 ジタイ

				株式会社　斎藤電気商会				◎		5,092,200

				新興電設工業　株式会社						5,099,000

				親和電設　株式会社						5,101,800

				株式会社　太陽システム						5,102,000

				株式会社　協栄電設						5,123,500

				株式会社　五常						5,130,000

				株式会社　興友社						5,150,000

				愛光電気　株式会社						5,160,900

				株式会社　南州電設						5,187,440

				大冷工業　株式会社						5,301,000

				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		5,762,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,075,800





公示用

		

		丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19日																								午後2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　ヘルツ																																				4,903,500		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会																																				5,008,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				5,034,500		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社																																				5,059,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				5,059,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																				5,064,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社																																				5,070,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																		◎		5,087,800

				株式会社　斎藤電気商会																																				5,092,200

				新興電設工業　株式会社																																				5,099,000

				親和電設　株式会社																																				5,101,800

				株式会社　太陽システム																																				5,102,000

				株式会社　協栄電設																																				5,123,500

				株式会社　五常																																				5,130,000

				株式会社　興友社																																				5,150,000

				愛光電気　株式会社																																				5,160,900

				株式会社　南州電設																																				5,187,440

				大冷工業　株式会社																																				5,301,000

				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		5,762,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,075,800





Sheet2

		

				丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

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

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社　斎藤電気商会				◎		5,092,200		0

		2				新興電設工業　株式会社				0		5,099,000		0

		3				親和電設　株式会社				0		5,101,800		0

		4				株式会社　太陽システム				0		5,102,000		0

		5				株式会社　協栄電設				0		5,123,500		0

		6				株式会社　五常				0		5,130,000		0

		7				株式会社　興友社				0		5,150,000		0

		8				愛光電気　株式会社				0		5,160,900		0

		9				株式会社　南州電設				0		5,187,440		0

		10				大冷工業　株式会社				0		5,301,000		0

		11				株式会社　ヘルツ				0		4,903,500		失格

		12				株式会社　須田電気商会				0		5,008,000		失格

		13				誠友テクノス　株式会社				0		5,034,500		失格

		14				宇田川電設　株式会社				0		5,059,000		失格

		15				株式会社　神奈川ケイテクノ				0		5,059,000		失格

		16				株式会社　シンデン				0		5,064,000		失格

		17				三沢電機　株式会社				0		5,070,000		失格

		18				株式会社　古賀電気				0		5,087,800		辞退

		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		5,762,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,075,800





仮決定

																																41810.0

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

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

																								総務課　契約係

		株式会社　斎藤電気商会														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2107

		件　　　名 ケンメイ						丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		5,499,576														（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     ￥      　　　　        】								407,376												】		【収入印紙代  ￥								5,000						】

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

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

																				総務課　契約係

		株式会社　斎藤電気商会														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2107

		件　　　名 ケンメイ						丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		5,499,576														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								407,376												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　斎藤電気商会

																												様 サマ

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

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

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

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2107

						2				件名 ケンメイ																				丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2107

																						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

										丸山台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　斎藤電気商会																								代表取締役　　斎藤　和重 ダイヒョウトリシマリヤクサイトウカズシゲ

		相手方 アイテカタ

														5,499,576

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後2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								$407,376

																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　斎藤電気商会

																								$5,092,200

																								$5,499,576

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								西、中、港南、磯子、金沢、戸塚、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　ヘルツ		4,903,500

		株式会社　須田電気商会		5,008,000

		誠友テクノス　株式会社		5,034,500

		宇田川電設　株式会社		5,059,000

		株式会社　神奈川ケイテクノ		5,059,000

		株式会社　シンデン		5,064,000

		三沢電機　株式会社		5,070,000

		株式会社　古賀電気		5,087,800

		株式会社　斎藤電気商会		5,092,200

		新興電設工業　株式会社		5,099,000

		親和電設　株式会社		5,101,800

		株式会社　太陽システム		5,102,000

		株式会社　協栄電設		5,123,500

		株式会社　五常		5,130,000

		株式会社　興友社		5,150,000

		愛光電気　株式会社		5,160,900

		株式会社　南州電設		5,187,440

		大冷工業　株式会社		5,301,000
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2086

		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										橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）

		施工場所 セコウバショ										保土ケ谷区仏向町１１６７番地２

		工事概要 コウジガイヨウ										個別支援学級改修工事
　２階視聴覚教室→個別支援学級（２ＣＲ）
上記に伴う電気設備・機械設備工事

		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		9		月 ガツ		30		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$26,680,000												（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。 ネンド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						神奈川区内、西区内、南区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、都筑区内、青葉区内、戸塚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25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		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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																		営繕第一						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 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2086						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		6		月 ガツ		19		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														営繕第一														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												26,680,000																				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		9				月 ガツ		30				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										15								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		神奈川、西、南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉																				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		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								すみれが丘小学校ほか２校個別支援学級等における室内環境整備業務

		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

		B				株式会社　佐藤薫工務店																																								表彰者								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、西、南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		B				北友建設　株式会社																																								港北区								3																						西						Ｂ																														西、南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		B				菅野建設　株式会社																																								保土ケ谷区								4																						南																																				南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		B				藤崎建業　株式会社 フジサキケンギョウカ																																								戸塚区								5																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		B				有限会社　エスワイシー																																								表彰者								6																						旭								※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																												旭、港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		B				三武建設　株式会社																																								都筑区								7																						港北								※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																												港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		B				日進建設　株式会社																																								戸塚区								8																						緑																																				緑、都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		B				日亜建設　株式会社																																								保土ケ谷区								9																						都筑																																				都筑、青葉、戸塚、泉、表彰者、

		Ｂ				小林建設林産　株式会社																																								緑								10																						青葉																																				青葉、戸塚、泉、表彰者、

		A				馬淵建設　株式会社																																								南区								11																						戸塚																																				戸塚、泉、表彰者、

		B				ヤマト建設　株式会社																																								緑区								12																						泉																																				泉、表彰者、

		B				株式会社　栗原工務店																																								旭区								13																						表彰者																																				表彰者、

		B				隅田建設　株式会社																																								戸塚区								14																						0																																				0

		B				石黒建設　株式会社																																								旭区								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

		

		橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）

				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								23925500

		2		株式会社　佐藤薫工務店		表彰者		B								23788000

		3		北友建設　株式会社		港北区		B								23919300

		4		菅野建設　株式会社		保土ケ谷区		B								26200000

		5		藤崎建業　株式会社		戸塚区		B								24100000

		6		有限会社　エスワイシー		表彰者		B								23979000

		7		三武建設　株式会社		都筑区		B								23893000

		8		日進建設　株式会社		戸塚区		B								23788700

		9		日亜建設　株式会社		保土ケ谷区		B								23695000

		10		小林建設林産　株式会社		緑		Ｂ								23826000

		11		馬淵建設　株式会社		南区		A								23991000

		12		ヤマト建設　株式会社		緑区		B								23788000

		13		株式会社　栗原工務店		旭区		B								23644000

		14		隅田建設　株式会社		戸塚区		B								23865200

		15		石黒建設　株式会社		旭区		B								24048000

		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				2086

		工事名 コウジメイ				橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　佐藤薫工務店

				3		北友建設　株式会社

				4		菅野建設　株式会社

				5		藤崎建業　株式会社

				6		有限会社　エスワイシー

				7		三武建設　株式会社

				8		日進建設　株式会社

				9		日亜建設　株式会社

				10		小林建設林産　株式会社

				11		馬淵建設　株式会社

				12		ヤマト建設　株式会社

				13		株式会社　栗原工務店

				14		隅田建設　株式会社

				15		石黒建設　株式会社

				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						2086																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														橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）																																										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																		営繕第一												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												26,680,000														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		9				月 ガツ		30				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

		

		橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）　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						23,644,000		失格 シッカク

				日亜建設　株式会社						23,695,000		失格 シッカク

				株式会社　佐藤薫工務店				◎		23,788,000		くじにより落札 ラクサツ

				ヤマト建設　株式会社						23,788,000

				日進建設　株式会社						23,788,700

				小林建設林産　株式会社						23,826,000

				隅田建設　株式会社						23,865,200

				三武建設　株式会社						23,893,000

				北友建設　株式会社						23,919,300

				株式会社　ヨコテック						23,925,500

				有限会社　エスワイシー						23,979,000

				馬淵建設　株式会社						23,991,000

				石黒建設　株式会社						24,048,000

				藤崎建業　株式会社						24,100,000

				菅野建設　株式会社						26,200,000

				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		26,680,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,771,200





公示用

		

		橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）　入札顛末書

																平成26年6月19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

				株式会社　栗原工務店																																				23,644,000		失格 シッカク

				日亜建設　株式会社																																				23,695,000		失格 シッカク

				株式会社　佐藤薫工務店																																		◎		23,788,000		くじにより落札 ラクサツ

				ヤマト建設　株式会社																																				23,788,000

				日進建設　株式会社																																				23,788,700

				小林建設林産　株式会社																																				23,826,000

				隅田建設　株式会社																																				23,865,200

				三武建設　株式会社																																				23,893,000

				北友建設　株式会社																																				23,919,300

				株式会社　ヨコテック																																				23,925,500

				有限会社　エスワイシー																																				23,979,000

				馬淵建設　株式会社																																				23,991,000

				石黒建設　株式会社																																				24,048,000

				藤崎建業　株式会社																																				24,100,000

				菅野建設　株式会社																																				26,200,000

				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		26,680,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,771,200





Sheet2

		

				橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）　入札顛末書

														◎＝落札者　

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

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社　佐藤薫工務店				◎		23,788,000		くじにより落札

		2				ヤマト建設　株式会社				0		23,788,000		0

		3				日進建設　株式会社				0		23,788,700		0

		4				小林建設林産　株式会社				0		23,826,000		0

		5				隅田建設　株式会社				0		23,865,200		0

		6				三武建設　株式会社				0		23,893,000		0

		7				北友建設　株式会社				0		23,919,300		0

		8				株式会社　ヨコテック				0		23,925,500		0

		9				有限会社　エスワイシー				0		23,979,000		0

		10				馬淵建設　株式会社				0		23,991,000		0

		11				石黒建設　株式会社				0		24,048,000		0

		12				藤崎建業　株式会社				0		24,100,000		0

		13				菅野建設　株式会社				0		26,200,000		0

		14				株式会社　栗原工務店				0		23,644,000		失格

		15				日亜建設　株式会社				0		23,695,000		失格

		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		26,680,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		23,771,200





仮決定

																																平成26年6月19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						2086

		件　　　名 ケンメイ						橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		日		（月）		に送付いたします。

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

																										工事担当 コウジタントウ				土屋

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　佐藤薫工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2086

		件　　　名 ケンメイ						橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		25,691,040														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,903,040												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				土屋

																										℡		641-3122

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　佐藤薫工務店

																												様 サマ

																																																				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																				2086

						2				件名 ケンメイ																				橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2086

																						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

										橘中学校個別支援学級改修工事（建築・電気・機械）

		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																														すみれが丘小学校ほか２校個別支援学級等における室内環境整備業務

		契約の ケイヤク										株式会社　佐藤薫工務店																								代表取締役　　佐藤　　和彦 ダイヒョウトリシマリヤクサトウカズヒコ

		相手方 アイテカタ

														25,691,040

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		30				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6月19日														午前9時10分										業者数 ギョウシャスウ										15						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,903,040

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

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

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

																								$23,788,000

																								$25,691,040

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

														＜選定区＞								神奈川、西、南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、戸塚、泉
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		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		23,644,000

		日亜建設　株式会社		23,695,000

		株式会社　佐藤薫工務店		23,788,000

		ヤマト建設　株式会社		23,788,000

		日進建設　株式会社		23,788,700

		小林建設林産　株式会社		23,826,000

		隅田建設　株式会社		23,865,200

		三武建設　株式会社		23,893,000

		北友建設　株式会社		23,919,300

		株式会社　ヨコテック		23,925,500

		有限会社　エスワイシー		23,979,000

		馬淵建設　株式会社		23,991,000

		石黒建設　株式会社		24,048,000

		藤崎建業　株式会社		24,100,000

		菅野建設　株式会社		26,200,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2103

		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										美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										青葉区美しが丘三丁目４１番地１ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										美しが丘中学校・もえぎ野小学校・川和小学校
　高圧ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$7,474,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、緑区内、都筑区内、青葉区内、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2103						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												7,474,000																				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		9				月 ガツ		12				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										15								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		出原 デハラ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		A				株式会社　協立電気商会																																								青葉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				東邦電設　株式会社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				藤澤電設工業　株式会社																																								鶴見区								3																						緑						Ｂ																														緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								4																						都筑																																				都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								5																						青葉																																				青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								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				株式会社　古賀電気																																								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				大口電設　株式会社																																								青葉区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								9																						0																																				0

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								10																						0																																				0

		A				株式会社　新川電気																																								鶴見区								11																						0																																				0

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								12																						0																																				0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								13																						0																																				0

		B				協栄電機　株式会社																																								都筑区								14																						0																																				0

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								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

		

		美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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　協立電気商会		青葉区		A								6650000

		2		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								6664000

		3		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								6577000

		4		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								6724000

		5		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								6726000

		6		親和電設　株式会社		泉区		B								6641700

		7		株式会社　古賀電気		表彰者		B								6612500

		8		大口電設　株式会社		青葉区		B								6564000

		9		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								6547700

		10		株式会社　日動電設		緑区		B								6603000

		11		株式会社　新川電気		鶴見区		A								6626000

		12		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								6629400

		13		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								6645800

		14		協栄電機　株式会社		都筑区		B								6552000

		15		東洋電設　株式会社		泉区		B								6604100

		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				2103

		工事名 コウジメイ				美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　協立電気商会

				2		東邦電設　株式会社

				3		藤澤電設工業　株式会社

				4		浜川電気　株式会社

				5		有限会社　信栄電気工業

				6		親和電設　株式会社

				7		株式会社　古賀電気

				8		大口電設　株式会社

				9		誠友テクノス　株式会社

				10		株式会社　日動電設

				11		株式会社　新川電気

				12		株式会社　斎藤電気商会

				13		山正電気工事　株式会社

				14		協栄電機　株式会社

				15		東洋電設　株式会社

				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						2103																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														美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												7,474,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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

				誠友テクノス　株式会社						6,547,700		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社						6,552,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社						6,564,000		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社						6,577,000		失格 シッカク

				株式会社　日動電設				◎		6,603,000

				東洋電設　株式会社						6,604,100

				株式会社　古賀電気						6,612,500

				株式会社　新川電気						6,626,000

				株式会社　斎藤電気商会						6,629,400

				親和電設　株式会社						6,641,700

				山正電気工事　株式会社						6,645,800

				株式会社　協立電気商会						6,650,000

				東邦電設　株式会社						6,664,000

				浜川電気　株式会社						6,724,000

				有限会社　信栄電気工業						6,726,000

				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		7,474,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,588,200





公示用

		

		美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				誠友テクノス　株式会社																																				6,547,700		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社																																				6,552,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社																																				6,564,000		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社																																				6,577,000		失格 シッカク

				株式会社　日動電設																																		◎		6,603,000

				東洋電設　株式会社																																				6,604,100

				株式会社　古賀電気																																				6,612,500

				株式会社　新川電気																																				6,626,000

				株式会社　斎藤電気商会																																				6,629,400

				親和電設　株式会社																																				6,641,700

				山正電気工事　株式会社																																				6,645,800

				株式会社　協立電気商会																																				6,650,000

				東邦電設　株式会社																																				6,664,000

				浜川電気　株式会社																																				6,724,000

				有限会社　信栄電気工業																																				6,726,000

				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		7,474,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,588,200





Sheet2

		

				美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　日動電設				◎		6,603,000		0

		2				東洋電設　株式会社				0		6,604,100		0

		3				株式会社　古賀電気				0		6,612,500		0

		4				株式会社　新川電気				0		6,626,000		0

		5				株式会社　斎藤電気商会				0		6,629,400		0

		6				親和電設　株式会社				0		6,641,700		0

		7				山正電気工事　株式会社				0		6,645,800		0

		8				株式会社　協立電気商会				0		6,650,000		0

		9				東邦電設　株式会社				0		6,664,000		0

		10				浜川電気　株式会社				0		6,724,000		0

		11				有限会社　信栄電気工業				0		6,726,000		0

		12				誠友テクノス　株式会社				0		6,547,700		失格

		13				協栄電機　株式会社				0		6,552,000		失格

		14				大口電設　株式会社				0		6,564,000		失格

		15				藤澤電設工業　株式会社				0		6,577,000		失格

		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		7,474,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,588,200





仮決定

																																平成26年6月19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						2103

		件　　　名 ケンメイ						美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				出原

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　日動電設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2103

		件　　　名 ケンメイ						美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		7,131,240														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								528,240												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　日動電設

																												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																				2103

						2				件名 ケンメイ																				美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2103

																						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

										美しが丘中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　日動電設																						代表取締役　　岡部　忠仁 ダイヒョウトリシマリヤクオカベタダシジン

		相手方 アイテカタ

														7,131,240

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

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後1時30分										業者数 ギョウシャスウ										15						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$528,240

																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　日動電設

																								$6,603,000

																								$7,131,240

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、緑、都筑、青葉、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

		誠友テクノス　株式会社		6,547,700

		協栄電機　株式会社		6,552,000

		大口電設　株式会社		6,564,000

		藤澤電設工業　株式会社		6,577,000

		株式会社　日動電設		6,603,000

		東洋電設　株式会社		6,604,100

		株式会社　古賀電気		6,612,500

		株式会社　新川電気		6,626,000

		株式会社　斎藤電気商会		6,629,400

		親和電設　株式会社		6,641,700

		山正電気工事　株式会社		6,645,800

		株式会社　協立電気商会		6,650,000

		東邦電設　株式会社		6,664,000

		浜川電気　株式会社		6,724,000

		有限会社　信栄電気工業		6,726,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2099

		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										本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										栄区桂町８４番地１４ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										本郷中学校・西本郷小学校・朝比奈小学校
　高圧ケーブル引替工事
　ＵＧＳ交換工事
　キュービクル改修工事　　　　　　　　

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$10,080,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、磯子区内、金沢区内、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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														・		文庫写真館

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2099						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												10,080,000																				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		9				月 ガツ		12				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										19								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		真部 マナベ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								2																						南						Ａ																														南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								3																						港南						Ｂ																														港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								4																						磯子																																				磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								5																						金沢																																				金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								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、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								表彰者								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、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								8																						泉																																				泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								9																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　美友電機サービス																																								瀬谷区								10																						表彰者																																				表彰者、

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								11																						0																																				0

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								12																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								13																						0																																				0

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								14																						0																																				0

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								15																						0																																				0

		B				株式会社　秀栄																																								南区								16																						0																																				0

		B				株式会社　南州電設																																								港南区								17

		B				熊沢電気　株式会社																																								南区								18

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								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

		

		本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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　平岡電機工事		南区		B								8972400

		2		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								9061000

		3		親和電設　株式会社		泉区		B								8992100

		4		株式会社　古賀電気		南区		B								8957200

		5		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								8850000

		6		愛光電気　株式会社		磯子区		A								9007400

		7		株式会社　江電社		表彰者		A								8891000

		8		株式会社　協栄電設		港南区		B								9012400

		9		株式会社　興友社		磯子区		B								10000000

		10		株式会社　美友電機サービス		瀬谷区		A								8874500

		11		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								8854000

		12		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								9677000

		13		株式会社　五常		金沢区		B								9026000

		14		株式会社　ヘルツ		港南区		B								8618400

		15		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								8975500

		16		株式会社　秀栄		南区		B								8869500

		17		株式会社　南州電設		港南区		B								9042100

		18		熊沢電気　株式会社		南区		B								9018000

		19		東洋電設　株式会社		泉区		B								8930900

		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				2099

		工事名 コウジメイ				本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　平岡電機工事

				2		有限会社　信栄電気工業

				3		親和電設　株式会社

				4		株式会社　古賀電気

				5		宇田川電設　株式会社

				6		愛光電気　株式会社

				7		株式会社　江電社

				8		株式会社　協栄電設

				9		株式会社　興友社

				10		株式会社　美友電機サービス

				11		誠友テクノス　株式会社

				12		大冷工業　株式会社

				13		株式会社　五常

				14		株式会社　ヘルツ

				15		株式会社　斎藤電気商会

				16		株式会社　秀栄

				17		株式会社　南州電設

				18		熊沢電気　株式会社

				19		東洋電設　株式会社

				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						2099																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														本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												10,080,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　ヘルツ						8,618,400		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社						8,850,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						8,854,000		失格 シッカク

				株式会社　秀栄						8,869,500		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス						8,874,500		失格 シッカク

				株式会社　江電社						8,891,000		失格 シッカク

				東洋電設　株式会社				◎		8,930,900

				株式会社　古賀電気						8,957,200

				株式会社　平岡電機工事						8,972,400

				株式会社　斎藤電気商会						8,975,500

				親和電設　株式会社						8,992,100

				愛光電気　株式会社						9,007,400

				株式会社　協栄電設						9,012,400

				熊沢電気　株式会社						9,018,000

				株式会社　五常						9,026,000

				株式会社　南州電設						9,042,100

				有限会社　信栄電気工業						9,061,000

				大冷工業　株式会社						9,677,000

				株式会社　興友社						10,000,000

				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		10,080,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,894,400





公示用

		

		本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				株式会社　ヘルツ																																				8,618,400		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社																																				8,850,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				8,854,000		失格 シッカク

				株式会社　秀栄																																				8,869,500		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス																																				8,874,500		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				8,891,000		失格 シッカク

				東洋電設　株式会社																																		◎		8,930,900

				株式会社　古賀電気																																				8,957,200

				株式会社　平岡電機工事																																				8,972,400

				株式会社　斎藤電気商会																																				8,975,500

				親和電設　株式会社																																				8,992,100

				愛光電気　株式会社																																				9,007,400

				株式会社　協栄電設																																				9,012,400

				熊沢電気　株式会社																																				9,018,000

				株式会社　五常																																				9,026,000

				株式会社　南州電設																																				9,042,100

				有限会社　信栄電気工業																																				9,061,000

				大冷工業　株式会社																																				9,677,000

				株式会社　興友社																																				10,000,000

				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		10,080,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,894,400





Sheet2

		

				本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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				東洋電設　株式会社				◎		8,930,900		0

		2				株式会社　古賀電気				0		8,957,200		0

		3				株式会社　平岡電機工事				0		8,972,400		0

		4				株式会社　斎藤電気商会				0		8,975,500		0

		5				親和電設　株式会社				0		8,992,100		0

		6				愛光電気　株式会社				0		9,007,400		0

		7				株式会社　協栄電設				0		9,012,400		0

		8				熊沢電気　株式会社				0		9,018,000		0

		9				株式会社　五常				0		9,026,000		0

		10				株式会社　南州電設				0		9,042,100		0

		11				有限会社　信栄電気工業				0		9,061,000		0

		12				大冷工業　株式会社				0		9,677,000		0

		13				株式会社　興友社				0		10,000,000		0

		14				株式会社　ヘルツ				0		8,618,400		失格

		15				宇田川電設　株式会社				0		8,850,000		失格

		16				誠友テクノス　株式会社				0		8,854,000		失格

		17				株式会社　秀栄				0		8,869,500		失格

		18				株式会社　美友電機サービス				0		8,874,500		失格

		19				株式会社　江電社				0		8,891,000		失格

		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		10,080,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,894,400





仮決定

																																平成26年6月19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						2099

		件　　　名 ケンメイ						本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				真部

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

		東洋電設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2099

		件　　　名 ケンメイ						本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		9,645,372														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								714,472												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		東洋電設　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																				2099

						2				件名 ケンメイ																				本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2099

																						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

										本郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										東洋電設　株式会社																								代表取締役　　黒澤　　孝行 ダイヒョウトリシマリヤククロサワコウコウ

		相手方 アイテカタ

														9,645,372

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午前11時40分										業者数 ギョウシャスウ										19						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$714,472

																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																東洋電設　株式会社

																								$8,930,900

																								$9,645,372

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								南、港南、磯子、金沢、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

		株式会社　ヘルツ		8,618,400

		宇田川電設　株式会社		8,850,000

		誠友テクノス　株式会社		8,854,000

		株式会社　秀栄		8,869,500

		株式会社　美友電機サービス		8,874,500

		株式会社　江電社		8,891,000

		東洋電設　株式会社		8,930,900

		株式会社　古賀電気		8,957,200

		株式会社　平岡電機工事		8,972,400

		株式会社　斎藤電気商会		8,975,500

		親和電設　株式会社		8,992,100

		愛光電気　株式会社		9,007,400

		株式会社　協栄電設		9,012,400

		熊沢電気　株式会社		9,018,000

		株式会社　五常		9,026,000

		株式会社　南州電設		9,042,100

		有限会社　信栄電気工業		9,061,000

		大冷工業　株式会社		9,677,000

		株式会社　興友社		10,000,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2106

		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										日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										港南区日野七丁目１１番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										日野小学校・相武山小学校 ・吉原小学校
　高圧引込ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$6,875,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、保土ケ谷区内、磯子区内又は金沢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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2106						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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												6,875,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		西、南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								2																						西						Ａ																														西、南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								3																						南						Ｂ																														南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢、表彰者、

		A				有限会社　富田電機																																								保土ケ谷区								4																						港南																																				港南、保土ケ谷、磯子、金沢、表彰者、

		A				株式会社　横浜電業																																								保土ケ谷区								5																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、磯子、金沢、表彰者、

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								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、金沢、表彰者、

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								7																						金沢								※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																												金沢、表彰者、

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								9																						0																																				0

		B				和光電気工事　株式会社																																								保土ケ谷区								10																						0																																				0

		A				新興電設工業　株式会社																																								西区								11																						0																																				0

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								12																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								13																						0																																				0

		B				株式会社　太洋電設																																								保土ケ谷区								14																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								15																						0																																				0

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								16																						0																																				0

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								17

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								18

		B				株式会社　秀栄																																								南区								19

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								20

		B				株式会社　南州電設																																								港南区								21

		B				熊沢電気　株式会社																																								南区								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

		

		日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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　平岡電機工事		南区		B								6109500

		2		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								6021200

		3		株式会社　古賀電気		南区		B								6091700

		4		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								6174500

		5		株式会社　横浜電業		保土ケ谷区		A								6101000

		6		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								6036000

		7		愛光電気　株式会社		磯子区		A								6105700

		8		三沢電機　株式会社		西区		A								6050000

		9		株式会社　協栄電設		港南区		B								6122000

		10		和光電気工事　株式会社		保土ケ谷区		B								6044500

		11		新興電設工業　株式会社		西区		A								6087000

		12		株式会社　興友社		磯子区		B								6146000

		13		株式会社　五常		金沢区		B								6124000

		14		株式会社　太洋電設		保土ケ谷区		B								6090500

		15		株式会社　シンデン		西区		A								6066000

		16		株式会社　ヘルツ		港南区		B								5864400

		17		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								6108000

		18		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								6002000

		19		株式会社　秀栄		南区		B								6050800

		20		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								6111000

		21		株式会社　南州電設		港南区		B								6181760

		22		熊沢電気　株式会社		南区		B								6122000

		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				2106

		工事名 コウジメイ				日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19日		午後2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　　

						0

		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　平岡電機工事

				2		神電設備工業　株式会社

				3		株式会社　古賀電気

				4		有限会社　富田電機

				5		株式会社　横浜電業

				6		宇田川電設　株式会社

				7		愛光電気　株式会社

				8		三沢電機　株式会社

				9		株式会社　協栄電設

				10		和光電気工事　株式会社

				11		新興電設工業　株式会社

				12		株式会社　興友社

				13		株式会社　五常

				14		株式会社　太洋電設

				15		株式会社　シンデン

				16		株式会社　ヘルツ

				17		会津電業　株式会社

				18		株式会社　横山電気工業

				19		株式会社　秀栄

				20		尾鈴電気　株式会社

				21		株式会社　南州電設

				22		熊沢電気　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						2106																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														日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												6,875,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　ヘルツ						5,864,400		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業						6,002,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社						6,021,200		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社						6,036,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社						6,044,500		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社				◎		6,050,000

				株式会社　秀栄						6,050,800

				株式会社　シンデン						6,066,000

				新興電設工業　株式会社						6,087,000

				株式会社　太洋電設						6,090,500

				株式会社　古賀電気						6,091,700

				株式会社　横浜電業						6,101,000

				愛光電気　株式会社						6,105,700

				会津電業　株式会社						6,108,000

				株式会社　平岡電機工事						6,109,500

				尾鈴電気　株式会社						6,111,000

				株式会社　協栄電設						6,122,000

				熊沢電気　株式会社						6,122,000

				株式会社　五常						6,124,000

				株式会社　興友社						6,146,000

				有限会社　富田電機						6,174,500

				株式会社　南州電設						6,181,760

				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		6,875,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,048,100





公示用

		

		日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19日																								午後2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　ヘルツ																																				5,864,400		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業																																				6,002,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社																																				6,021,200		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社																																				6,036,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社																																				6,044,500		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社																																		◎		6,050,000

				株式会社　秀栄																																				6,050,800

				株式会社　シンデン																																				6,066,000

				新興電設工業　株式会社																																				6,087,000

				株式会社　太洋電設																																				6,090,500

				株式会社　古賀電気																																				6,091,700

				株式会社　横浜電業																																				6,101,000

				愛光電気　株式会社																																				6,105,700

				会津電業　株式会社																																				6,108,000

				株式会社　平岡電機工事																																				6,109,500

				尾鈴電気　株式会社																																				6,111,000

				株式会社　協栄電設																																				6,122,000

				熊沢電気　株式会社																																				6,122,000

				株式会社　五常																																				6,124,000

				株式会社　興友社																																				6,146,000

				有限会社　富田電機																																				6,174,500

				株式会社　南州電設																																				6,181,760

				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		6,875,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,048,100





Sheet2

		

				日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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				三沢電機　株式会社				◎		6,050,000		0

		2				株式会社　秀栄				0		6,050,800		0

		3				株式会社　シンデン				0		6,066,000		0

		4				新興電設工業　株式会社				0		6,087,000		0

		5				株式会社　太洋電設				0		6,090,500		0

		6				株式会社　古賀電気				0		6,091,700		0

		7				株式会社　横浜電業				0		6,101,000		0

		8				愛光電気　株式会社				0		6,105,700		0

		9				会津電業　株式会社				0		6,108,000		0

		10				株式会社　平岡電機工事				0		6,109,500		0

		11				尾鈴電気　株式会社				0		6,111,000		0

		12				株式会社　協栄電設				0		6,122,000		0

		13				熊沢電気　株式会社				0		6,122,000		0

		14				株式会社　五常				0		6,124,000		0

		15				株式会社　興友社				0		6,146,000		0

		16				有限会社　富田電機				0		6,174,500		0

		17				株式会社　南州電設				0		6,181,760		0

		18				株式会社　ヘルツ				0		5,864,400		失格

		19				株式会社　横山電気工業				0		6,002,000		失格

		20				神電設備工業　株式会社				0		6,021,200		失格

		21				宇田川電設　株式会社				0		6,036,000		失格

		22				和光電気工事　株式会社				0		6,044,500		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		6,875,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,048,100





仮決定

																																平成26年6月19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						2106

		件　　　名 ケンメイ						日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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						2106

		件　　　名 ケンメイ						日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		6,534,000														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								484,000												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		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																				2106

						2				件名 ケンメイ																				日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2106

																						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

										日野小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		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

														6,534,000

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後2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								$484,000

																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																三沢電機　株式会社

																								$6,050,000

																								$6,534,000

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								西、南、港南、保土ケ谷、磯子、金沢





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　ヘルツ		5,864,400

		株式会社　横山電気工業		6,002,000

		神電設備工業　株式会社		6,021,200

		宇田川電設　株式会社		6,036,000

		和光電気工事　株式会社		6,044,500

		三沢電機　株式会社		6,050,000

		株式会社　秀栄		6,050,800

		株式会社　シンデン		6,066,000

		新興電設工業　株式会社		6,087,000

		株式会社　太洋電設		6,090,500

		株式会社　古賀電気		6,091,700

		株式会社　横浜電業		6,101,000

		愛光電気　株式会社		6,105,700

		会津電業　株式会社		6,108,000

		株式会社　平岡電機工事		6,109,500

		尾鈴電気　株式会社		6,111,000

		株式会社　協栄電設		6,122,000

		熊沢電気　株式会社		6,122,000

		株式会社　五常		6,124,000

		株式会社　興友社		6,146,000

		有限会社　富田電機		6,174,500

		株式会社　南州電設		6,181,760
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2091

		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										蓬莱荘空調設備更新工事

		施工場所 セコウバショ										港南区港南台六丁目２２番３８号

		工事概要 コウジガイヨウ										空調機器撤去・更新工事
不使用機器撤去工事
　配管撤去・新設工事
　電源・計装工事
　養生・足場掛工事

		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		12		月 ガツ		26		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		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。 ネンド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										オリエント（株）														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												蓬莱荘空調設備更新工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2091						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		6		月 ガツ		19		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														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		12				月 ガツ		26				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										9								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		後藤 ゴトウ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								西スポーツセンターほか３か所機械式駐車場修繕その他業務

		A				株式会社　康栄社																																								磯子区								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　ヨコレイ																																								保土ケ谷区								2																						0						Ａ																														0

		A				株式会社　小松工業																																								瀬谷区								3																						0						0																														0

		A				太建工業　株式会社																																								神奈川区								4																						0																																				0

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								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				有限会社　佐藤工業所																																								港北区								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				株式会社　金子工業所																																								戸塚区								8																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								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

		

		蓬莱荘空調設備更新工事

				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　康栄社		磯子区		A								46300000

		2		株式会社　ヨコレイ		保土ケ谷区		A								44570000

		3		株式会社　小松工業		瀬谷区		A								50820000

		4		太建工業　株式会社		神奈川区		A								50660000

		5		興和工業　株式会社		旭区		A								60660000

		6		株式会社　ニッセツ		泉区		A								65500000

		7		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								44000000

		8		株式会社　金子工業所		戸塚区		A								46500000

		9		株式会社　神奈川産業		南区		A								45750000

		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				2091

		工事名 コウジメイ				蓬莱荘空調設備更新工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　康栄社

				2		株式会社　ヨコレイ

				3		株式会社　小松工業

				4		太建工業　株式会社

				5		興和工業　株式会社

				6		株式会社　ニッセツ

				7		有限会社　佐藤工業所

				8		株式会社　金子工業所

				9		株式会社　神奈川産業

				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						2091																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														蓬莱荘空調設備更新工事																																										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		12				月 ガツ		26				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

		

		蓬莱荘空調設備更新工事　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

				有限会社　佐藤工業所						44,000,000		不　調 フチョウ

				株式会社　ヨコレイ						44,570,000

				株式会社　神奈川産業						45,750,000

				株式会社　康栄社						46,300,000

				株式会社　金子工業所						46,500,000

				太建工業　株式会社						50,660,000

				株式会社　小松工業						50,820,000

				興和工業　株式会社						60,660,000

				株式会社　ニッセツ						65,500,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		57,690,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		51,667,200





公示用

		

		蓬莱荘空調設備更新工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				有限会社　佐藤工業所																																				44,000,000		不　調 フチョウ

				株式会社　ヨコレイ																																				44,570,000

				株式会社　神奈川産業																																				45,750,000

				株式会社　康栄社																																				46,300,000

				株式会社　金子工業所																																				46,500,000

				太建工業　株式会社																																				50,660,000

				株式会社　小松工業																																				50,820,000

				興和工業　株式会社																																				60,660,000

				株式会社　ニッセツ																																				65,500,000

				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		57,690,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		51,667,200

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

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





Sheet2

		

				蓬莱荘空調設備更新工事　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				有限会社　佐藤工業所				0		44,000,000		不　調

		2				株式会社　ヨコレイ				0		44,570,000

		3				株式会社　神奈川産業				0		45,750,000

		4				株式会社　康栄社				0		46,300,000

		5				株式会社　金子工業所				0		46,500,000

		6				太建工業　株式会社				0		50,660,000

		7				株式会社　小松工業				0		50,820,000

		8				興和工業　株式会社				0		60,660,000

		9				株式会社　ニッセツ				0		65,500,000

		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		57,690,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		51,667,200





仮決定

																																平成26年6月19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						2091

		件　　　名 ケンメイ						蓬莱荘空調設備更新工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				後藤

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2091

		件　　　名 ケンメイ						蓬莱荘空調設備更新工事

		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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								0												】		【収入印紙代  ￥								0						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				後藤

																										℡		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





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

		0

																												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																				2091

						2				件名 ケンメイ																				蓬莱荘空調設備更新工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2091

																						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

										蓬莱荘空調設備更新工事

		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																														西スポーツセンターほか３か所機械式駐車場修繕その他業務

		契約の ケイヤク										0

		相手方 アイテカタ

														0

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		12				月 ガツ		26				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6月19日														午前10時00分										業者数 ギョウシャスウ										9						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$0

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								$0

		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																0

																								$0

																								$0

		(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

		有限会社　佐藤工業所		44,000,000

		株式会社　ヨコレイ		44,570,000

		株式会社　神奈川産業		45,750,000

		株式会社　康栄社		46,300,000

		株式会社　金子工業所		46,500,000

		太建工業　株式会社		50,660,000

		株式会社　小松工業		50,820,000

		興和工業　株式会社		60,660,000

		株式会社　ニッセツ		65,500,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2096

		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										東小学校給食室改修その他工事(電気)

		施工場所 セコウバショ										西区東ケ丘５９番地

		工事概要 コウジガイヨウ										給食室改修工事
上記に伴う電気設備工事

		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		10		月 ガツ		24		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$12,090,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、西区内、保土ケ谷区内又は港北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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												東小学校給食室改修その他工事(電気)																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2096						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		6		月 ガツ		19		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														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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												12,090,000																				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		10				月 ガツ		24				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										15								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、西、保土ケ谷、港北																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								東小学校ほか２校給食室改修業務

		A				東邦電設　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

		B				藤澤電設工業　株式会社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、西、保土ケ谷、港北、表彰者、

		A				ＪＦＥテクノス　株式会社																																								鶴見区								3																						西						Ｂ																														西、保土ケ谷、港北、表彰者、

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								4																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、港北、表彰者、

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								5																						港北																																				港北、表彰者、

		A				有限会社　富田電機																																								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				弘電工　株式会社																																								港北区								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				新興電設工業　株式会社																																								西区								8																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								表彰者								9																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								10																						0																																				0

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								11																						0																																				0

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								12																						0																																				0

		A				尾鈴電気　株式会社 カ																																								保土ケ谷区								13																						0																																				0

		B				三由工業　株式会社																																								港北区								14																						0																																				0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								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

		

		東小学校給食室改修その他工事(電気)

				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		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								10817000

		2		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								10748000

		3		ＪＦＥテクノス　株式会社		鶴見区		A								10814000

		4		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								10780100

		5		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								10873000

		6		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								10936000

		7		弘電工　株式会社		港北区		B								10735000

		8		新興電設工業　株式会社		西区		A								10748000

		9		丸子電気工事　株式会社		表彰者		A								10760000

		10		株式会社　シンデン		西区		A								10764000

		11		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								10746000

		12		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								10732000

		13		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								10770000

		14		三由工業　株式会社		港北区		B								10754000

		15		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								10743200

		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				2096

		工事名 コウジメイ				東小学校給食室改修その他工事(電気)

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		東邦電設　株式会社

				2		藤澤電設工業　株式会社

				3		ＪＦＥテクノス　株式会社

				4		神電設備工業　株式会社

				5		浜川電気　株式会社

				6		有限会社　富田電機

				7		弘電工　株式会社

				8		新興電設工業　株式会社

				9		丸子電気工事　株式会社

				10		株式会社　シンデン

				11		会津電業　株式会社

				12		株式会社　横山電気工業

				13		尾鈴電気　株式会社

				14		三由工業　株式会社

				15		山正電気工事　株式会社

				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						2096																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														東小学校給食室改修その他工事(電気)																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												12,090,000														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		10				月 ガツ		24				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

		

		東小学校給食室改修その他工事(電気)　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　横山電気工業						10,732,000		失格 シッカク

				弘電工　株式会社						10,735,000		失格 シッカク

				山正電気工事　株式会社						10,743,200		失格 シッカク

				会津電業　株式会社						10,746,000		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社						10,748,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社						10,748,000		失格 シッカク

				三由工業　株式会社						10,754,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						10,760,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン						10,764,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社						10,770,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社						10,780,100		失格 シッカク

				ＪＦＥテクノス　株式会社				◎		10,814,000

				東邦電設　株式会社						10,817,000

				浜川電気　株式会社						10,873,000

				有限会社　富田電機						10,936,000

				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		12,090,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,793,600





公示用

		

		東小学校給食室改修その他工事(電気)　入札顛末書

																平成26年6月19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　横山電気工業																																				10,732,000		失格 シッカク

				弘電工　株式会社																																				10,735,000		失格 シッカク

				山正電気工事　株式会社																																				10,743,200		失格 シッカク

				会津電業　株式会社																																				10,746,000		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社																																				10,748,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社																																				10,748,000		失格 シッカク

				三由工業　株式会社																																				10,754,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				10,760,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																				10,764,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社																																				10,770,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社																																				10,780,100		失格 シッカク

				ＪＦＥテクノス　株式会社																																		◎		10,814,000

				東邦電設　株式会社																																				10,817,000

				浜川電気　株式会社																																				10,873,000

				有限会社　富田電機																																				10,936,000

				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		12,090,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,793,600





Sheet2

		

				東小学校給食室改修その他工事(電気)　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				ＪＦＥテクノス　株式会社				◎		10,814,000		0

		2				東邦電設　株式会社				0		10,817,000		0

		3				浜川電気　株式会社				0		10,873,000		0

		4				有限会社　富田電機				0		10,936,000		0

		5				株式会社　横山電気工業				0		10,732,000		失格

		6				弘電工　株式会社				0		10,735,000		失格

		7				山正電気工事　株式会社				0		10,743,200		失格

		8				会津電業　株式会社				0		10,746,000		失格

		9				藤澤電設工業　株式会社				0		10,748,000		失格

		10				新興電設工業　株式会社				0		10,748,000		失格

		11				三由工業　株式会社				0		10,754,000		失格

		12				丸子電気工事　株式会社				0		10,760,000		失格

		13				株式会社　シンデン				0		10,764,000		失格

		14				尾鈴電気　株式会社				0		10,770,000		失格

		15				神電設備工業　株式会社				0		10,780,100		失格

		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		12,090,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,793,600





仮決定

																																平成26年6月19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						2096

		件　　　名 ケンメイ						東小学校給食室改修その他工事(電気)

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

		ＪＦＥテクノス　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2096

		件　　　名 ケンメイ						東小学校給食室改修その他工事(電気)

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		11,679,120														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								865,120												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		ＪＦＥテクノス　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																				2096

						2				件名 ケンメイ																				東小学校給食室改修その他工事(電気)

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2096

																						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

										東小学校給食室改修その他工事(電気)

		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																														東小学校ほか２校給食室改修業務

		契約の ケイヤク										ＪＦＥテクノス　株式会社																								代表取締役　　四方　淳夫 ダイヒョウトリシマリヤクシカタジュンオット

		相手方 アイテカタ

														11,679,120

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		10				月 ガツ		24				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6月19日														午前11時10分										業者数 ギョウシャスウ										15						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$865,120

																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																ＪＦＥテクノス　株式会社

																								$10,814,000

																								$11,679,120

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、西、保土ケ谷、港北





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　横山電気工業		10,732,000

		弘電工　株式会社		10,735,000

		山正電気工事　株式会社		10,743,200

		会津電業　株式会社		10,746,000

		藤澤電設工業　株式会社		10,748,000

		新興電設工業　株式会社		10,748,000

		三由工業　株式会社		10,754,000

		丸子電気工事　株式会社		10,760,000

		株式会社　シンデン		10,764,000

		尾鈴電気　株式会社		10,770,000

		神電設備工業　株式会社		10,780,100

		ＪＦＥテクノス　株式会社		10,814,000

		東邦電設　株式会社		10,817,000

		浜川電気　株式会社		10,873,000

		有限会社　富田電機		10,936,000
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2087

		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										すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）

		施工場所 セコウバショ										都筑区すみれが丘３４番地

		工事概要 コウジガイヨウ										個別支援学級改造工事
　２階普通教室（２ＣＲ)→個別支援学級
上記に伴う電気設備・機械設備工事

		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		9		月 ガツ		30		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$21,310,000												（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。 ネンド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、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、都筑区内又は青葉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25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）														・		（有）サン・アート

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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																		営繕第一						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 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2087						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		6		月 ガツ		19		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														営繕第一														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												21,310,000																				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		9				月 ガツ		30				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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		鶴見、保土ケ谷、港北、緑、都筑、青葉																				担当　 タントウ		園田 ソノダ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								すみれが丘小学校ほか２校個別支援学級等における室内環境整備業務

		B				株式会社　佐藤薫工務店																																								表彰者								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				北友建設　株式会社																																								港北区								2																						鶴見						Ｂ																														鶴見、保土ケ谷、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		C				有限会社　ナカムラ建工																																								保土ケ谷区								3																						保土ケ谷						Ｃ																														保土ケ谷、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		B				有限会社　エスワイシー																																								表彰者								4																						港北																																				港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		B				三武建設　株式会社																																								都筑区								5																						緑																																				緑、都筑、青葉、表彰者、

		C				アラン建設　株式会社																																								表彰者								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、青葉、表彰者、

		B				日亜建設　株式会社																																								保土ケ谷区								7																						青葉								※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																												青葉、表彰者、

		C				株式会社　菅原建鉄工業																																								港北区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				小林建設林産　株式会社																																								緑区								9																						0																																				0

		C				株式会社　水野工務店																																								保土ケ谷区								10																						0																																				0

		C				株式会社　宮野工務店																																								保土ケ谷区								11																						0																																				0

		B				ヤマト建設　株式会社																																								緑区								12																						0																																				0

		B				横浜塗装工業　株式会社																																								鶴見区								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

		

		すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）

				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		表彰者		B								19088000

		2		北友建設　株式会社		港北区		B								19075400

		3		有限会社　ナカムラ建工		保土ケ谷区		C								18980200

		4		有限会社　エスワイシー		表彰者		B								19112000

		5		三武建設　株式会社		都筑区		B								19070000

		6		アラン建設　株式会社		表彰者		C								19058700

		7		日亜建設　株式会社		保土ケ谷区		B								18925000

		8		株式会社　菅原建鉄工業		港北区		C								19010000

		9		小林建設林産　株式会社		緑区		B								19040000

		10		株式会社　水野工務店		保土ケ谷区		C								19072000

		11		株式会社　宮野工務店		保土ケ谷区		C								19007000

		12		ヤマト建設　株式会社		緑区		B								19025000

		13		横浜塗装工業　株式会社		鶴見区		B								19900000

		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				2087

		工事名 コウジメイ				すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		北友建設　株式会社

				3		有限会社　ナカムラ建工

				4		有限会社　エスワイシー

				5		三武建設　株式会社

				6		アラン建設　株式会社

				7		日亜建設　株式会社

				8		株式会社　菅原建鉄工業

				9		小林建設林産　株式会社

				10		株式会社　水野工務店

				11		株式会社　宮野工務店

				12		ヤマト建設　株式会社

				13		横浜塗装工業　株式会社

				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						2087																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														すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）																																										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																		営繕第一												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												21,310,000														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		9				月 ガツ		30				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

		

		すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）　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

				日亜建設　株式会社						18,925,000		失格 シッカク

				有限会社　ナカムラ建工						18,980,200		失格 シッカク

				株式会社　宮野工務店				◎		19,007,000

				株式会社　菅原建鉄工業						19,010,000

				ヤマト建設　株式会社						19,025,000

				小林建設林産　株式会社						19,040,000

				アラン建設　株式会社						19,058,700

				三武建設　株式会社						19,070,000

				株式会社　水野工務店						19,072,000

				北友建設　株式会社						19,075,400

				株式会社　佐藤薫工務店						19,088,000

				有限会社　エスワイシー						19,112,000

				横浜塗装工業　株式会社						19,900,000

				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		21,310,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		18,987,200





公示用

		

		すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）　入札顛末書

																平成26年6月19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

				日亜建設　株式会社																																				18,925,000		失格 シッカク

				有限会社　ナカムラ建工																																				18,980,200		失格 シッカク

				株式会社　宮野工務店																																		◎		19,007,000

				株式会社　菅原建鉄工業																																				19,010,000

				ヤマト建設　株式会社																																				19,025,000

				小林建設林産　株式会社																																				19,040,000

				アラン建設　株式会社																																				19,058,700

				三武建設　株式会社																																				19,070,000

				株式会社　水野工務店																																				19,072,000

				北友建設　株式会社																																				19,075,400

				株式会社　佐藤薫工務店																																				19,088,000

				有限会社　エスワイシー																																				19,112,000

				横浜塗装工業　株式会社																																				19,900,000

				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		21,310,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		18,987,200





Sheet2

		

				すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）　入札顛末書

														◎＝落札者　

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

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社　宮野工務店				◎		19,007,000		0

		2				株式会社　菅原建鉄工業				0		19,010,000		0

		3				ヤマト建設　株式会社				0		19,025,000		0

		4				小林建設林産　株式会社				0		19,040,000		0

		5				アラン建設　株式会社				0		19,058,700		0

		6				三武建設　株式会社				0		19,070,000		0

		7				株式会社　水野工務店				0		19,072,000		0

		8				北友建設　株式会社				0		19,075,400		0

		9				株式会社　佐藤薫工務店				0		19,088,000		0

		10				有限会社　エスワイシー				0		19,112,000		0

		11				横浜塗装工業　株式会社				0		19,900,000		0

		12				日亜建設　株式会社				0		18,925,000		失格

		13				有限会社　ナカムラ建工				0		18,980,200		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		21,310,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		18,987,200





仮決定

																																平成26年6月19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						2087

		件　　　名 ケンメイ						すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				園田

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　宮野工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2087

		件　　　名 ケンメイ						すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		20,527,560														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,520,560												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				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

		株式会社　宮野工務店

																												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																				2087

						2				件名 ケンメイ																				すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2087

																						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

										すみれが丘小学校個別支援学級改造工事（建築・電気・機械）

		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																														すみれが丘小学校ほか２校個別支援学級等における室内環境整備業務

		契約の ケイヤク										株式会社　宮野工務店																								代表取締役　　宮野　哲司 ダイヒョウトリシマリヤクミヤノテツジ

		相手方 アイテカタ

														20,527,560

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		30				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6月19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								$1,520,560

																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　宮野工務店

																								$19,007,000

																								$20,527,560

		(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、保土ケ谷、港北、緑、都筑、青葉





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		日亜建設　株式会社		18,925,000

		有限会社　ナカムラ建工		18,980,200

		株式会社　宮野工務店		19,007,000

		株式会社　菅原建鉄工業		19,010,000

		ヤマト建設　株式会社		19,025,000

		小林建設林産　株式会社		19,040,000

		アラン建設　株式会社		19,058,700

		三武建設　株式会社		19,070,000

		株式会社　水野工務店		19,072,000

		北友建設　株式会社		19,075,400

		株式会社　佐藤薫工務店		19,088,000

		有限会社　エスワイシー		19,112,000

		横浜塗装工業　株式会社		19,900,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2102

		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										城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										港北区小机町３２５番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										城郷中学校・高田東小学校・東本郷小学校
　高圧ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換及工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$7,555,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、中区内、港北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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2102						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												7,555,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、中、港北、青葉																				担当　 タントウ		小司 ショウツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		A				東邦電設　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

		B				藤澤電設工業　株式会社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、中、港北、青葉、表彰者、

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								3																						中						Ｂ																														中、港北、青葉、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								表彰者								4																						港北																																				港北、青葉、表彰者、

		A				向栄電気工業　株式会社																																								港北区								5																						青葉																																				青葉、表彰者、

		B				株式会社　須田電気商会																																								中区								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				株式会社　アイキン電機工業																																								港北								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				株式会社　太陽システム																																								中区								8																						0																																				0

		A				株式会社　新川電気																																								鶴見区								9																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ																																								中区								10																						0																																				0

		B				三由工業　株式会社 サンヨシコウギョウカ																																								港北区								11																						0																																				0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								12																						0																																				0

		A				株式会社　協立電気商会																																								青葉区								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

		

		城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								6736000

		2		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								6572000

		3		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								6797000

		4		株式会社　古賀電気		表彰者		B								6699900

		5		向栄電気工業　株式会社		港北区		A								6735000

		6		株式会社　須田電気商会		中区		B								6565300

		7		株式会社　アイキン電機工業		港北		Ｂ								6637430

		8		株式会社　太陽システム		中区		B								6724000

		9		株式会社　新川電気		鶴見区		A								6699000

		10		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								6799000

		11		三由工業　株式会社		港北区		B								6689200

		12		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								6721100

		13		株式会社　協立電気商会		青葉区		A								6721000

		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				2102

		工事名 コウジメイ				城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		東邦電設　株式会社

				2		藤澤電設工業　株式会社

				3		浜川電気　株式会社

				4		株式会社　古賀電気

				5		向栄電気工業　株式会社

				6		株式会社　須田電気商会

				7		株式会社　アイキン電機工業

				8		株式会社　太陽システム

				9		株式会社　新川電気

				10		株式会社　神奈川ケイテクノ

				11		三由工業　株式会社

				12		山正電気工事　株式会社

				13		株式会社　協立電気商会

				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						2102																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														城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												7,555,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　須田電気商会						6,565,300		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社						6,572,000		失格 シッカク

				株式会社　アイキン電機工業						6,637,430		失格 シッカク

				三由工業　株式会社				◎		6,689,200

				株式会社　新川電気						6,699,000

				株式会社　古賀電気						6,699,900

				株式会社　協立電気商会						6,721,000

				山正電気工事　株式会社						6,721,100

				株式会社　太陽システム						6,724,000

				向栄電気工業　株式会社						6,735,000

				東邦電設　株式会社						6,736,000

				浜川電気　株式会社						6,797,000

				株式会社　神奈川ケイテクノ						6,799,000

				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		7,555,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,657,900





公示用

		

		城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				株式会社　須田電気商会																																				6,565,300		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社																																				6,572,000		失格 シッカク

				株式会社　アイキン電機工業																																				6,637,430		失格 シッカク

				三由工業　株式会社																																		◎		6,689,200

				株式会社　新川電気																																				6,699,000

				株式会社　古賀電気																																				6,699,900

				株式会社　協立電気商会																																				6,721,000

				山正電気工事　株式会社																																				6,721,100

				株式会社　太陽システム																																				6,724,000

				向栄電気工業　株式会社																																				6,735,000

				東邦電設　株式会社																																				6,736,000

				浜川電気　株式会社																																				6,797,000

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				6,799,000

				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		7,555,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,657,900





Sheet2

		

				城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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				三由工業　株式会社				◎		6,689,200		0

		2				株式会社　新川電気				0		6,699,000		0

		3				株式会社　古賀電気				0		6,699,900		0

		4				株式会社　協立電気商会				0		6,721,000		0

		5				山正電気工事　株式会社				0		6,721,100		0

		6				株式会社　太陽システム				0		6,724,000		0

		7				向栄電気工業　株式会社				0		6,735,000		0

		8				東邦電設　株式会社				0		6,736,000		0

		9				浜川電気　株式会社				0		6,797,000		0

		10				株式会社　神奈川ケイテクノ				0		6,799,000		0

		11				株式会社　須田電気商会				0		6,565,300		失格

		12				藤澤電設工業　株式会社				0		6,572,000		失格

		13				株式会社　アイキン電機工業				0		6,637,430		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		7,555,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,657,900





仮決定

																																平成26年6月19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						2102

		件　　　名 ケンメイ						城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

		三由工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2102

		件　　　名 ケンメイ						城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		7,224,336														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								535,136												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		三由工業　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																				2102

						2				件名 ケンメイ																				城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2102

																						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

										城郷中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										三由工業　株式会社																								代表取締役　　廣田　純生 ダイヒョウトリシマリヤクヒロタスミオ

		相手方 アイテカタ

														7,224,336

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後1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								$535,136

																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																三由工業　株式会社

																								$6,689,200

																								$7,224,336

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、中、港北、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

		株式会社　須田電気商会		6,565,300

		藤澤電設工業　株式会社		6,572,000

		株式会社　アイキン電機工業		6,637,430

		三由工業　株式会社		6,689,200

		株式会社　新川電気		6,699,000

		株式会社　古賀電気		6,699,900

		株式会社　協立電気商会		6,721,000

		山正電気工事　株式会社		6,721,100

		株式会社　太陽システム		6,724,000

		向栄電気工業　株式会社		6,735,000

		東邦電設　株式会社		6,736,000

		浜川電気　株式会社		6,797,000

		株式会社　神奈川ケイテクノ		6,799,000
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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

		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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2105

		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										長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										緑区長津田町２４６９番地３ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										長津田第二小学校・上山小学校・中山小学校
　高圧ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$6,953,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）														・		（有）サン・アート

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2105						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												6,953,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		神奈川、旭、緑、都筑、青葉、瀬谷																				担当　 タントウ		出原 デハラ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		A				株式会社　協立電気商会																																								青葉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、旭、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				清進電設　株式会社																																								神奈川区								3																						旭						Ｂ																														旭、緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								表彰者								4																						緑																																				緑、都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　八代工業																																								神奈川区								5																						都筑																																				都筑、青葉、瀬谷、表彰者、

		A				京浜電設　株式会社																																								神奈川区								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				大口電設　株式会社																																								青葉区								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　五晃電気																																								神奈川区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　コスモ																																								旭区								9																						0																																				0

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								10																						0																																				0

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								11																						0																																				0

		B				有限会社　竣光電設																																								旭区								12																						0																																				0

		B				協栄電機　株式会社																																								都筑区								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

		

		長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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　協立電気商会		青葉区		A								6187000

		2		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								6257000

		3		清進電設　株式会社		神奈川区		A								6087000

		4		株式会社　古賀電気		表彰者		B								6152700

		5		株式会社　八代工業		神奈川区		B								6168000

		6		京浜電設　株式会社		神奈川区		A								6177100

		7		大口電設　株式会社		青葉区		B								6103600

		8		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								6175500

		9		株式会社　コスモ		旭区		B								6160400

		10		株式会社　日動電設		緑区		B								6142000

		11		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								6172600

		12		有限会社　竣光電設		旭区		B								6174200

		13		協栄電機　株式会社		都筑区		B								6070000

		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				2105

		工事名 コウジメイ				長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　協立電気商会

				2		有限会社　信栄電気工業

				3		清進電設　株式会社

				4		株式会社　古賀電気

				5		株式会社　八代工業

				6		京浜電設　株式会社

				7		大口電設　株式会社

				8		株式会社　五晃電気

				9		株式会社　コスモ

				10		株式会社　日動電設

				11		メルビック電工　株式会社

				12		有限会社　竣光電設

				13		協栄電機　株式会社

				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						2105																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														長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												6,953,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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

				協栄電機　株式会社						6,070,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社						6,087,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社						6,103,600		失格 シッカク

				株式会社　日動電設				◎		6,142,000

				株式会社　古賀電気						6,152,700

				株式会社　コスモ						6,160,400

				株式会社　八代工業						6,168,000

				メルビック電工　株式会社						6,172,600

				有限会社　竣光電設						6,174,200

				株式会社　五晃電気						6,175,500

				京浜電設　株式会社						6,177,100

				株式会社　協立電気商会						6,187,000

				有限会社　信栄電気工業						6,257,000

				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		6,953,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,125,500





公示用

		

		長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				協栄電機　株式会社																																				6,070,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社																																				6,087,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社																																				6,103,600		失格 シッカク

				株式会社　日動電設																																		◎		6,142,000

				株式会社　古賀電気																																				6,152,700

				株式会社　コスモ																																				6,160,400

				株式会社　八代工業																																				6,168,000

				メルビック電工　株式会社																																				6,172,600

				有限会社　竣光電設																																				6,174,200

				株式会社　五晃電気																																				6,175,500

				京浜電設　株式会社																																				6,177,100

				株式会社　協立電気商会																																				6,187,000

				有限会社　信栄電気工業																																				6,257,000

				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		6,953,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,125,500





Sheet2

		

				長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　日動電設				◎		6,142,000		0

		2				株式会社　古賀電気				0		6,152,700		0

		3				株式会社　コスモ				0		6,160,400		0

		4				株式会社　八代工業				0		6,168,000		0

		5				メルビック電工　株式会社				0		6,172,600		0

		6				有限会社　竣光電設				0		6,174,200		0

		7				株式会社　五晃電気				0		6,175,500		0

		8				京浜電設　株式会社				0		6,177,100		0

		9				株式会社　協立電気商会				0		6,187,000		0

		10				有限会社　信栄電気工業				0		6,257,000		0

		11				協栄電機　株式会社				0		6,070,000		失格

		12				清進電設　株式会社				0		6,087,000		失格

		13				大口電設　株式会社				0		6,103,600		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		6,953,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,125,500





仮決定

																																平成26年6月19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						2105

		件　　　名 ケンメイ						長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				出原

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　日動電設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2105

		件　　　名 ケンメイ						長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		6,633,360														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								491,360												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　日動電設

																												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																				2105

						2				件名 ケンメイ																				長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2105

																						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

										長津田第二小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　日動電設																								代表取締役　　岡部　忠仁 ダイヒョウトリシマリヤクオカベチュウジン

		相手方 アイテカタ

														6,633,360

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後1時50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								$491,360

																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　日動電設

																								$6,142,000

																								$6,633,360

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								神奈川、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

		協栄電機　株式会社		6,070,000

		清進電設　株式会社		6,087,000

		大口電設　株式会社		6,103,600

		株式会社　日動電設		6,142,000

		株式会社　古賀電気		6,152,700

		株式会社　コスモ		6,160,400

		株式会社　八代工業		6,168,000

		メルビック電工　株式会社		6,172,600

		有限会社　竣光電設		6,174,200

		株式会社　五晃電気		6,175,500

		京浜電設　株式会社		6,177,100

		株式会社　協立電気商会		6,187,000

		有限会社　信栄電気工業		6,257,000
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2093

		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										平戸台小学校給食室改修工事（機械）

		施工場所 セコウバショ										戸塚区平戸町１１６５番地

		工事概要 コウジガイヨウ										給食室改修工事に伴う
　衛生設備器具更新工事
　衛生設備配管更新工事

		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		10		月 ガツ		24		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$19,750,000												（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。 ネンド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						南区内、港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、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25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）リバーストン														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												平戸台小学校給食室改修工事（機械）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2093						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		6		月 ガツ		19		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														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												19,750,000																				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		10				月 ガツ		24				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										15								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		南、港南、保土ケ谷、旭、戸塚、栄、泉																				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		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								東小学校ほか２校給食室改修業務

		B				紘永工業　株式会社																																								戸塚区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　イエス																																								旭区								2																						南						Ａ																														南、港南、保土ケ谷、旭、戸塚、栄、泉、表彰者、

		B				マコト設備工業　株式会社																																								戸塚区								3																						港南						Ｂ																														港南、保土ケ谷、旭、戸塚、栄、泉、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								表彰者								4																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、旭、戸塚、栄、泉、表彰者、

		A				矢崎設備工業　株式会社																																								港南区								5																						旭																																				旭、戸塚、栄、泉、表彰者、

		A				株式会社　司工事																																								保土ケ谷区								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、泉、表彰者、

		B				永野工業　株式会社																																								旭区								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、泉、表彰者、

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								8																						泉																																				泉、表彰者、

		A				興和工業　株式会社																																								旭区								9																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　日本工業所																																								南区								10																						0																																				0

		B				東洋水工　株式会社																																								戸塚区								11																						0																																				0

		A				株式会社　金子工業所																																								戸塚区								12																						0																																				0

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

		B				根本設備　株式会社																																								保土ケ谷区								14																						0																																				0

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

		

		平戸台小学校給食室改修工事（機械）

				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		紘永工業　株式会社		戸塚区		B								17546000

		2		株式会社　イエス		旭区		B								18658000

		3		マコト設備工業　株式会社		戸塚区		B								19355000

		4		株式会社　小松工業		表彰者		A								17609000

		5		矢崎設備工業　株式会社		港南区		A								19500000

		6		株式会社　司工事		保土ケ谷区		A								19350000

		7		永野工業　株式会社		旭区		B								17687000

		8		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								17800000

		9		興和工業　株式会社		旭区		A								17703000

		10		株式会社　日本工業所		南区		A								19000000

		11		東洋水工　株式会社		戸塚区		B								17636000

		12		株式会社　金子工業所		戸塚区		A								17775000

		13		株式会社　神奈川産業		南区		A								17676000

		14		根本設備　株式会社		保土ケ谷区		B								18442000

		15		有限会社　はま設備工業		保土ケ谷区		B								19350000

		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				2093

		工事名 コウジメイ				平戸台小学校給食室改修工事（機械）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		紘永工業　株式会社

				2		株式会社　イエス

				3		マコト設備工業　株式会社

				4		株式会社　小松工業

				5		矢崎設備工業　株式会社

				6		株式会社　司工事

				7		永野工業　株式会社

				8		大冷工業　株式会社

				9		興和工業　株式会社

				10		株式会社　日本工業所

				11		東洋水工　株式会社

				12		株式会社　金子工業所

				13		株式会社　神奈川産業

				14		根本設備　株式会社

				15		有限会社　はま設備工業

				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						2093																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														平戸台小学校給食室改修工事（機械）																																										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												19,750,000														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		10				月 ガツ		24				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

		

		平戸台小学校給食室改修工事（機械）　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

				紘永工業　株式会社						17,546,000		失格 シッカク

				株式会社　小松工業						17,609,000		失格 シッカク

				東洋水工　株式会社						17,636,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業				◎		17,676,000

				永野工業　株式会社						17,687,000

				興和工業　株式会社						17,703,000

				株式会社　金子工業所						17,775,000

				大冷工業　株式会社						17,800,000

				根本設備　株式会社						18,442,000

				株式会社　イエス						18,658,000

				株式会社　日本工業所						19,000,000

				株式会社　司工事						19,350,000

				有限会社　はま設備工業						19,350,000

				マコト設備工業　株式会社						19,355,000

				矢崎設備工業　株式会社						19,500,000

				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		19,750,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,664,600





公示用

		

		平戸台小学校給食室改修工事（機械）　入札顛末書

																平成26年6月19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

				紘永工業　株式会社																																				17,546,000		失格 シッカク

				株式会社　小松工業																																				17,609,000		失格 シッカク

				東洋水工　株式会社																																				17,636,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川産業																																		◎		17,676,000

				永野工業　株式会社																																				17,687,000

				興和工業　株式会社																																				17,703,000

				株式会社　金子工業所																																				17,775,000

				大冷工業　株式会社																																				17,800,000

				根本設備　株式会社																																				18,442,000

				株式会社　イエス																																				18,658,000

				株式会社　日本工業所																																				19,000,000

				株式会社　司工事																																				19,350,000

				有限会社　はま設備工業																																				19,350,000

				マコト設備工業　株式会社																																				19,355,000

				矢崎設備工業　株式会社																																				19,500,000

				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		19,750,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,664,600





Sheet2

		

				平戸台小学校給食室改修工事（機械）　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　神奈川産業				◎		17,676,000		0

		2				永野工業　株式会社				0		17,687,000		0

		3				興和工業　株式会社				0		17,703,000		0

		4				株式会社　金子工業所				0		17,775,000		0

		5				大冷工業　株式会社				0		17,800,000		0

		6				根本設備　株式会社				0		18,442,000		0

		7				株式会社　イエス				0		18,658,000		0

		8				株式会社　日本工業所				0		19,000,000		0

		9				株式会社　司工事				0		19,350,000		0

		10				有限会社　はま設備工業				0		19,350,000		0

		11				マコト設備工業　株式会社				0		19,355,000		0

		12				矢崎設備工業　株式会社				0		19,500,000		0

		13				紘永工業　株式会社				0		17,546,000		失格

		14				株式会社　小松工業				0		17,609,000		失格

		15				東洋水工　株式会社				0		17,636,000		失格

		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		19,750,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,664,600





仮決定

																																平成26年6月19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						2093

		件　　　名 ケンメイ						平戸台小学校給食室改修工事（機械）

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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		6		月		23		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　神奈川産業														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2093

		件　　　名 ケンメイ						平戸台小学校給食室改修工事（機械）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		19,090,080														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,414,080												】		【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

																										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

		株式会社　神奈川産業

																												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																				2093

						2				件名 ケンメイ																				平戸台小学校給食室改修工事（機械）

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2093

																						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

										平戸台小学校給食室改修工事（機械）

		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																														東小学校ほか２校給食室改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　神奈川産業																								代表取締役　　伊藤　徳男 ダイヒョウトリシマリヤクイトウトクオ

		相手方 アイテカタ

														19,090,080

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		10				月 ガツ		24				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6月19日														午前10時20分										業者数 ギョウシャスウ										15						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,414,080

																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　神奈川産業

																								$17,676,000

																								$19,090,080

		(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＞								南、港南、保土ケ谷、旭、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

		紘永工業　株式会社		17,546,000

		株式会社　小松工業		17,609,000

		東洋水工　株式会社		17,636,000

		株式会社　神奈川産業		17,676,000

		永野工業　株式会社		17,687,000

		興和工業　株式会社		17,703,000

		株式会社　金子工業所		17,775,000

		大冷工業　株式会社		17,800,000

		根本設備　株式会社		18,442,000

		株式会社　イエス		18,658,000

		株式会社　日本工業所		19,000,000

		株式会社　司工事		19,350,000

		有限会社　はま設備工業		19,350,000

		マコト設備工業　株式会社		19,355,000

		矢崎設備工業　株式会社		19,500,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2121

		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										倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）

		施工場所 セコウバショ										戸塚区上倉田町１４２６番地６

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		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		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$19,140,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2121						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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												19,140,000																				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		9				月 ガツ		19				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、戸塚、瀬谷																				担当　 タントウ		真部 マナベ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

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

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								2																						中						Ａ																														中、戸塚、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								3																						戸塚						Ｂ																														戸塚、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								4																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		Ｂ				株式会社　須田電気商会																																								中								5																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　美友電機サービス																																								瀬谷区								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

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								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				株式会社　ツインコムネット																																								瀬谷区								8																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								表彰者								9																						0																																				0

		B				株式会社　太陽システム																																								中区								10																						0																																				0

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								11																						0																																				0

		A				伸陽電気工事　株式会社																																								瀬谷区								12																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ																																								中区								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

		

		倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）

				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　ＥＳＣ		中区		B								17136500

		2		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								17168000

		3		株式会社　古賀電気		南区		B								17120700

		4		株式会社　江電社		鶴見区		A								17108900

		5		株式会社　須田電気商会		中		Ｂ								17166000

		6		株式会社　美友電機サービス		瀬谷区		A								17135500

		7		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								17170000

		8		株式会社　ツインコムネット		瀬谷区		B								17111000

		9		丸子電気工事　株式会社		表彰者		A								17111000

		10		株式会社　太陽システム		中区		B								17133000

		11		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								0

		12		伸陽電気工事　株式会社		瀬谷区		A								17417000

		13		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								17226000

		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				2121

		工事名 コウジメイ				倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19日		午後2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　　

						0

		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　ＥＳＣ

				2		有限会社　信栄電気工業

				3		株式会社　古賀電気

				4		株式会社　江電社

				5		株式会社　須田電気商会

				6		株式会社　美友電機サービス

				7		大冷工業　株式会社

				8		株式会社　ツインコムネット

				9		丸子電気工事　株式会社

				10		株式会社　太陽システム

				11		三栄電設　株式会社

				12		伸陽電気工事　株式会社

				13		株式会社　神奈川ケイテクノ

				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						2121																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														倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												19,140,000														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		9				月 ガツ		19				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

		

		倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）　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　江電社						17,108,900		失格 シッカク

				株式会社　ツインコムネット						17,111,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						17,111,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						17,120,700		失格 シッカク

				株式会社　太陽システム						17,133,000		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス						17,135,500		失格 シッカク

				株式会社　ＥＳＣ						17,136,500		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会				◎		17,166,000

				有限会社　信栄電気工業						17,168,000

				大冷工業　株式会社						17,170,000

				株式会社　神奈川ケイテクノ						17,226,000

				伸陽電気工事　株式会社						17,417,000

				三栄電設　株式会社								辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,140,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,141,800





公示用

		

		倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）　入札顛末書

																平成26年6月19日																								午後2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

				株式会社　江電社																																				17,108,900		失格 シッカク

				株式会社　ツインコムネット																																				17,111,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				17,111,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				17,120,700		失格 シッカク

				株式会社　太陽システム																																				17,133,000		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス																																				17,135,500		失格 シッカク

				株式会社　ＥＳＣ																																				17,136,500		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会																																		◎		17,166,000

				有限会社　信栄電気工業																																				17,168,000

				大冷工業　株式会社																																				17,170,000

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				17,226,000

				伸陽電気工事　株式会社																																				17,417,000

				三栄電設　株式会社																																						辞退 ジタイ

				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		19,140,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,141,800





Sheet2

		

				倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）　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　須田電気商会				◎		17,166,000		0

		2				有限会社　信栄電気工業				0		17,168,000		0

		3				大冷工業　株式会社				0		17,170,000		0

		4				株式会社　神奈川ケイテクノ				0		17,226,000		0

		5				伸陽電気工事　株式会社				0		17,417,000		0

		6				株式会社　江電社				0		17,108,900		失格

		7				株式会社　ツインコムネット				0		17,111,000		失格

		8				丸子電気工事　株式会社				0		17,111,000		失格

		9				株式会社　古賀電気				0		17,120,700		失格

		10				株式会社　太陽システム				0		17,133,000		失格

		11				株式会社　美友電機サービス				0		17,135,500		失格

		12				株式会社　ＥＳＣ				0		17,136,500		失格

		13				三栄電設　株式会社				0		0		辞退

		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		19,140,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,141,800





仮決定

																																平成26年6月19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						2121

		件　　　名 ケンメイ						倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				真部

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　須田電気商会														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2121

		件　　　名 ケンメイ						倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		18,539,280														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,373,280												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　須田電気商会

																												様 サマ

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

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

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

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2121

						2				件名 ケンメイ																				倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2121

																						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

										倉田小学校教室等照明設備改修工事（その２）

		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																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　須田電気商会																								代表取締役　　須田　実 ダイヒョウトリシマリヤクスダジツ

		相手方 アイテカタ

														18,539,280

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		19				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6月19日														午後2時40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								$1,373,280

																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																株式会社　須田電気商会

																								$17,166,000

																								$18,539,280

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、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

		株式会社　江電社		17,108,900

		株式会社　ツインコムネット		17,111,000

		丸子電気工事　株式会社		17,111,000

		株式会社　古賀電気		17,120,700

		株式会社　太陽システム		17,133,000

		株式会社　美友電機サービス		17,135,500

		株式会社　ＥＳＣ		17,136,500

		株式会社　須田電気商会		17,166,000

		有限会社　信栄電気工業		17,168,000

		大冷工業　株式会社		17,170,000

		株式会社　神奈川ケイテクノ		17,226,000

		伸陽電気工事　株式会社		17,417,000

		三栄電設　株式会社		0
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		0		入札予定額（円）

		0		最低制限価格（円）
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		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0
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		0		0
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2092

		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										東小学校給食室改修その他工事（機械）

		施工場所 セコウバショ										西区東ケ丘５９番地

		工事概要 コウジガイヨウ										給食室改修工事に伴う
　衛生設備器具更新工事
　衛生設備配管更新工事

		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		10		月 ガツ		24		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$22,210,000												（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。 ネンド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、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25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）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												東小学校給食室改修その他工事（機械）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2092						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		6		月 ガツ		19		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														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												22,210,000																				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		10				月 ガツ		24				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										9								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、中、保土ケ谷																				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		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								東小学校ほか２校給食室改修業務

		B				株式会社　丸伸工業所																																								中区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				有限会社　佐藤設備工業所																																								神奈川区								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、西、中、保土ケ谷、表彰者、

		B				株式会社　共栄社																																								中区								3																						西						Ｂ																														西、中、保土ケ谷、表彰者、

		B				三和工業　株式会社																																								西区								4																						中																																				中、保土ケ谷、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								瀬谷区								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				新興電設工業　株式会社																																								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				根本設備　株式会社																																								保土ケ谷区								8																						0																																				0

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

		

		東小学校給食室改修その他工事（機械）

				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　丸伸工業所		中区		B								19533500

		2		有限会社　佐藤設備工業所		神奈川区		B								19941200

		3		株式会社　共栄社		中区		B								20892000

		4		三和工業　株式会社		西区		B								19955300

		5		株式会社　小松工業		瀬谷区		A								19836000

		6		株式会社　司工事		保土ケ谷区		A								21700000

		7		新興電設工業　株式会社		西区		B								22000000

		8		根本設備　株式会社		保土ケ谷区		B								20746000

		9		有限会社　はま設備工業		保土ケ谷区		B								21700000

		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				2092

		工事名 コウジメイ				東小学校給食室改修その他工事（機械）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　丸伸工業所

				2		有限会社　佐藤設備工業所

				3		株式会社　共栄社

				4		三和工業　株式会社

				5		株式会社　小松工業

				6		株式会社　司工事

				7		新興電設工業　株式会社

				8		根本設備　株式会社

				9		有限会社　はま設備工業

				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						2092																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														東小学校給食室改修その他工事（機械）																																										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												22,210,000														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		10				月 ガツ		24				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

		

		東小学校給食室改修その他工事（機械）　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　丸伸工業所						19,533,500		失格 シッカク

				株式会社　小松工業						19,836,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤設備工業所				◎		19,941,200

				三和工業　株式会社						19,955,300

				根本設備　株式会社						20,746,000

				株式会社　共栄社						20,892,000

				株式会社　司工事						21,700,000

				有限会社　はま設備工業						21,700,000

				新興電設工業　株式会社						22,000,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,210,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,894,000





公示用

		

		東小学校給食室改修その他工事（機械）　入札顛末書

																平成26年6月19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　丸伸工業所																																				19,533,500		失格 シッカク

				株式会社　小松工業																																				19,836,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤設備工業所																																		◎		19,941,200

				三和工業　株式会社																																				19,955,300

				根本設備　株式会社																																				20,746,000

				株式会社　共栄社																																				20,892,000

				株式会社　司工事																																				21,700,000

				有限会社　はま設備工業																																				21,700,000

				新興電設工業　株式会社																																				22,000,000

				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		22,210,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,894,000





Sheet2

		

				東小学校給食室改修その他工事（機械）　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				◎		19,941,200		0

		2				三和工業　株式会社				0		19,955,300		0

		3				根本設備　株式会社				0		20,746,000		0

		4				株式会社　共栄社				0		20,892,000		0

		5				株式会社　司工事				0		21,700,000		0

		6				有限会社　はま設備工業				0		21,700,000		0

		7				新興電設工業　株式会社				0		22,000,000		0

		8				株式会社　丸伸工業所				0		19,533,500		失格

		9				株式会社　小松工業				0		19,836,000		失格

		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		22,210,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,894,000





仮決定

																																平成26年6月19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						2092

		件　　　名 ケンメイ						東小学校給食室改修その他工事（機械）

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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		6		月		23		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						2092

		件　　　名 ケンメイ						東小学校給食室改修その他工事（機械）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		21,536,496														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,595,296												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				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





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																				2092

						2				件名 ケンメイ																				東小学校給食室改修その他工事（機械）

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2092

																						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

										東小学校給食室改修その他工事（機械）

		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																														東小学校ほか２校給食室改修業務

		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　充治 ダイヒョウトリシマリヤクサトウミツハル

		相手方 アイテカタ

														21,536,496

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		10				月 ガツ		24				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6月19日														午前10時10分										業者数 ギョウシャスウ										9						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,595,296

																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　佐藤設備工業所

																								$19,941,200

																								$21,536,496

		(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、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　丸伸工業所		19,533,500

		株式会社　小松工業		19,836,000

		有限会社　佐藤設備工業所		19,941,200

		三和工業　株式会社		19,955,300

		根本設備　株式会社		20,746,000

		株式会社　共栄社		20,892,000

		株式会社　司工事		21,700,000

		有限会社　はま設備工業		21,700,000

		新興電設工業　株式会社		22,000,000
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		0		0
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2097

		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										平戸台小学校給食室改修工事（電気）

		施工場所 セコウバショ										戸塚区平戸町１１６５番地

		工事概要 コウジガイヨウ										給食室改修工事
上記に伴う電気設備工事

		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		10		月 ガツ		24		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$12,340,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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						港南区内、金沢区内、緑区内、都筑区内、青葉区内、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												平戸台小学校給食室改修工事（電気）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2097						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		6		月 ガツ		19		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														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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												12,340,000																				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		10				月 ガツ		24				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										12								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		港南、金沢、緑、都筑、青葉、戸塚、栄、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		真部 マナベ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								東小学校ほか２校給食室改修業務

		A				株式会社　協立電気商会																																								青葉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				ナトリ電設　株式会社																																								緑区								2																						港南						Ａ																														港南、金沢、緑、都筑、青葉、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								表彰者								3																						金沢						Ｂ																														金沢、緑、都筑、青葉、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								4																						緑																																				緑、都筑、青葉、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　美友電機サービス																																								瀬谷区								5																						都筑																																				都筑、青葉、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								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、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								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、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　五常																																								金沢区								8																						栄																																				栄、泉、瀬谷、表彰者、

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								9																						泉																																				泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								10																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								11																						表彰者																																				表彰者、

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								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

		

		平戸台小学校給食室改修工事（電気）

				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　協立電気商会		青葉区		A								11228000

		2		ナトリ電設　株式会社		緑区		A								11071440

		3		株式会社　江電社		表彰者		A								10932000

		4		株式会社　協栄電設		港南区		B								11038200

		5		株式会社　美友電機サービス		瀬谷区		A								10988000

		6		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								11007200

		7		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								12300000

		8		株式会社　五常		金沢区		B								11080000

		9		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								10980000

		10		株式会社　ヘルツ		港南区		B								11057900

		11		株式会社　日動電設		緑区		B								11045000

		12		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								11004800

		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				2097

		工事名 コウジメイ				平戸台小学校給食室改修工事（電気）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　協立電気商会

				2		ナトリ電設　株式会社

				3		株式会社　江電社

				4		株式会社　協栄電設

				5		株式会社　美友電機サービス

				6		誠友テクノス　株式会社

				7		大冷工業　株式会社

				8		株式会社　五常

				9		丸子電気工事　株式会社

				10		株式会社　ヘルツ

				11		株式会社　日動電設

				12		三栄電設　株式会社

				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						2097																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														平戸台小学校給食室改修工事（電気）																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												12,340,000														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		10				月 ガツ		24				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

		

		平戸台小学校給食室改修工事（電気）　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　江電社						10,932,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						10,980,000		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス						10,988,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社				◎		11,004,800

				誠友テクノス　株式会社						11,007,200

				株式会社　協栄電設						11,038,200

				株式会社　日動電設						11,045,000

				株式会社　ヘルツ						11,057,900

				ナトリ電設　株式会社						11,071,440

				株式会社　五常						11,080,000

				株式会社　協立電気商会						11,228,000

				大冷工業　株式会社						12,300,000

				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		12,340,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,999,500





公示用

		

		平戸台小学校給食室改修工事（電気）　入札顛末書

																平成26年6月19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　江電社																																				10,932,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				10,980,000		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス																																				10,988,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社																																		◎		11,004,800

				誠友テクノス　株式会社																																				11,007,200

				株式会社　協栄電設																																				11,038,200

				株式会社　日動電設																																				11,045,000

				株式会社　ヘルツ																																				11,057,900

				ナトリ電設　株式会社																																				11,071,440

				株式会社　五常																																				11,080,000

				株式会社　協立電気商会																																				11,228,000

				大冷工業　株式会社																																				12,300,000

				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		12,340,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,999,500





Sheet2

		

				平戸台小学校給食室改修工事（電気）　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				三栄電設　株式会社				◎		11,004,800		0

		2				誠友テクノス　株式会社				0		11,007,200		0

		3				株式会社　協栄電設				0		11,038,200		0

		4				株式会社　日動電設				0		11,045,000		0

		5				株式会社　ヘルツ				0		11,057,900		0

		6				ナトリ電設　株式会社				0		11,071,440		0

		7				株式会社　五常				0		11,080,000		0

		8				株式会社　協立電気商会				0		11,228,000		0

		9				大冷工業　株式会社				0		12,300,000		0

		10				株式会社　江電社				0		10,932,000		失格

		11				丸子電気工事　株式会社				0		10,980,000		失格

		12				株式会社　美友電機サービス				0		10,988,000		失格

		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		12,340,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,999,500





仮決定

																																平成26年6月19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						2097

		件　　　名 ケンメイ						平戸台小学校給食室改修工事（電気）

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				真部

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

		三栄電設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2097

		件　　　名 ケンメイ						平戸台小学校給食室改修工事（電気）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		11,885,184														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								880,384												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		三栄電設　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																				2097

						2				件名 ケンメイ																				平戸台小学校給食室改修工事（電気）

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2097

																						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

										平戸台小学校給食室改修工事（電気）

		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																														東小学校ほか２校給食室改修業務

		契約の ケイヤク										三栄電設　株式会社																								代表取締役　　松本　良樹 ダイヒョウトリシマリヤクマツモトヨシキ

		相手方 アイテカタ

														11,885,184

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		10				月 ガツ		24				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6月19日														午前11時20分										業者数 ギョウシャスウ										12						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$880,384

																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																三栄電設　株式会社

																								$11,004,800

																								$11,885,184

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								港南、金沢、緑、都筑、青葉、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

		株式会社　江電社		10,932,000

		丸子電気工事　株式会社		10,980,000

		株式会社　美友電機サービス		10,988,000

		三栄電設　株式会社		11,004,800

		誠友テクノス　株式会社		11,007,200

		株式会社　協栄電設		11,038,200

		株式会社　日動電設		11,045,000

		株式会社　ヘルツ		11,057,900

		ナトリ電設　株式会社		11,071,440

		株式会社　五常		11,080,000

		株式会社　協立電気商会		11,228,000

		大冷工業　株式会社		12,300,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2101

		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										岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										磯子区岡村一丁目１４番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										岡村中学校・汐見台中学校・森東小学校
　高圧ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$8,961,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、磯子区内、港北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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2101						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												8,961,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		神奈川、西、磯子、港北、栄																				担当　 タントウ		入谷 イリヤ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		A				清進電設　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

		B				株式会社　古賀電気																																								表彰者								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、西、磯子、港北、栄、表彰者、

		B				株式会社　八代工業																																								神奈川区								3																						西						Ｂ																														西、磯子、港北、栄、表彰者、

		A				京浜電設　株式会社																																								神奈川区								4																						磯子																																				磯子、港北、栄、表彰者、

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								5																						港北																																				港北、栄、表彰者、

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								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、表彰者、

		B				株式会社　五晃電気																																								神奈川区								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				三沢電機　株式会社																																								西区								8																						0																																				0

		A				新興電設工業　株式会社																																								西区								9																						0																																				0

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								10																						0																																				0

		B				株式会社　アイキン電機工業																																								港北区								11																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								12																						0																																				0

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								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

		

		岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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		清進電設　株式会社		神奈川区		A								7882000

		2		株式会社　古賀電気		表彰者		B								7952700

		3		株式会社　八代工業		神奈川区		B								7976000

		4		京浜電設　株式会社		神奈川区		A								7990200

		5		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								7868000

		6		愛光電気　株式会社		磯子区		A								7968700

		7		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								7970900

		8		三沢電機　株式会社		西区		A								7890000

		9		新興電設工業　株式会社		西区		A								7936000

		10		株式会社　興友社		磯子区		B								7950000

		11		株式会社　アイキン電機工業		港北区		B								7872670

		12		株式会社　シンデン		西区		A								7918000

		13		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								7981800

		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				2101

		工事名 コウジメイ				岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		清進電設　株式会社

				2		株式会社　古賀電気

				3		株式会社　八代工業

				4		京浜電設　株式会社

				5		宇田川電設　株式会社

				6		愛光電気　株式会社

				7		株式会社　五晃電気

				8		三沢電機　株式会社

				9		新興電設工業　株式会社

				10		株式会社　興友社

				11		株式会社　アイキン電機工業

				12		株式会社　シンデン

				13		メルビック電工　株式会社

				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						2101																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														岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												8,961,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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

				宇田川電設　株式会社						7,868,000		失格 シッカク

				株式会社　アイキン電機工業						7,872,670		失格 シッカク

				清進電設　株式会社						7,882,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社						7,890,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン						7,918,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社				◎		7,936,000

				株式会社　興友社						7,950,000

				株式会社　古賀電気						7,952,700

				愛光電気　株式会社						7,968,700

				株式会社　五晃電気						7,970,900

				株式会社　八代工業						7,976,000

				メルビック電工　株式会社						7,981,800

				京浜電設　株式会社						7,990,200

				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		8,961,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		7,918,300





公示用

		

		岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				宇田川電設　株式会社																																				7,868,000		失格 シッカク

				株式会社　アイキン電機工業																																				7,872,670		失格 シッカク

				清進電設　株式会社																																				7,882,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社																																				7,890,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																				7,918,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社																																		◎		7,936,000

				株式会社　興友社																																				7,950,000

				株式会社　古賀電気																																				7,952,700

				愛光電気　株式会社																																				7,968,700

				株式会社　五晃電気																																				7,970,900

				株式会社　八代工業																																				7,976,000

				メルビック電工　株式会社																																				7,981,800

				京浜電設　株式会社																																				7,990,200

				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		8,961,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		7,918,300





Sheet2

		

				岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

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

												第　1　回 ダイカイ

		1				新興電設工業　株式会社				◎		7,936,000		0

		2				株式会社　興友社				0		7,950,000		0

		3				株式会社　古賀電気				0		7,952,700		0

		4				愛光電気　株式会社				0		7,968,700		0

		5				株式会社　五晃電気				0		7,970,900		0

		6				株式会社　八代工業				0		7,976,000		0

		7				メルビック電工　株式会社				0		7,981,800		0

		8				京浜電設　株式会社				0		7,990,200		0

		9				宇田川電設　株式会社				0		7,868,000		失格

		10				株式会社　アイキン電機工業				0		7,872,670		失格

		11				清進電設　株式会社				0		7,882,000		失格

		12				三沢電機　株式会社				0		7,890,000		失格

		13				株式会社　シンデン				0		7,918,000		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		8,961,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		7,918,300





仮決定

																																平成26年6月19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						2101

		件　　　名 ケンメイ						岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				入谷

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

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

																				総務課　契約係

		新興電設工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2101

		件　　　名 ケンメイ						岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		8,570,880														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								634,880												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				入谷

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		新興電設工業　株式会社

																												様 サマ

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

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

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

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2101

						2				件名 ケンメイ																				岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2101

																						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

										岡村中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										新興電設工業　株式会社																								代表取締役　　　池松　忠彦 ダイヒョウトリシマリヤクイケマツタダヒコ

		相手方 アイテカタ

														8,570,880

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後1時10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								$634,880

																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																新興電設工業　株式会社

																								$7,936,000

																								$8,570,880

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								神奈川、西、磯子、港北、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

		宇田川電設　株式会社		7,868,000

		株式会社　アイキン電機工業		7,872,670

		清進電設　株式会社		7,882,000

		三沢電機　株式会社		7,890,000

		株式会社　シンデン		7,918,000

		新興電設工業　株式会社		7,936,000

		株式会社　興友社		7,950,000

		株式会社　古賀電気		7,952,700

		愛光電気　株式会社		7,968,700

		株式会社　五晃電気		7,970,900

		株式会社　八代工業		7,976,000

		メルビック電工　株式会社		7,981,800

		京浜電設　株式会社		7,990,200
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2088

		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										根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										磯子区西町１７番１３号

		工事概要 コウジガイヨウ										屋内運動場照明改修工事
　昇降式照明器具改修工事
　昇降操作盤改修工事
　付帯施設・格技場照明器具改修工事　

		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		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$13,060,000												（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。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、港南区内、旭区内、磯子区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2088						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		6		月 ガツ		19		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														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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												13,060,000																				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		9				月 ガツ		19				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、港南、旭、磯子、戸塚、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		小司 ショウツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　キャット																																								旭区								2																						中						Ａ																														中、港南、旭、磯子、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ＥＳＣ																																								中区								3																						港南						Ｂ																														港南、旭、磯子、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								4																						旭																																				旭、磯子、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								5																						磯子																																				磯子、戸塚、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								表彰者								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、泉、瀬谷、表彰者、

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								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、瀬谷、表彰者、

		Ｂ				株式会社　テクノ電工																																								磯子								8																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		B				妙光電機　株式会社																																								旭区								9																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								表彰者								10																						0																																				0

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								11																						0																																				0

		B				株式会社　須田電気商会																																								中区								12																						0																																				0

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								13																						0																																				0

		A				株式会社　美友電機サービス																																								瀬谷区								14																						0																																				0

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								15																						0																																				0

		B				株式会社　ツインコムネット																																								瀬谷区								16																						0																																				0

		B				株式会社　浜電気																																								港南区								17

		A				丸子電気工事　株式会社																																								表彰者								18

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								19

		B				株式会社　太陽システム																																								中区								20

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								21

		B				有限会社　竣光電設																																								旭区								22

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								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

		

		根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事

				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		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								11728000

		2		株式会社　キャット		旭区		B								12407000

		3		株式会社　ＥＳＣ		中区		B								11671900

		4		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								11740000

		5		親和電設　株式会社		泉区		B								11673800

		6		株式会社　古賀電気		表彰者		B								11564600

		7		愛光電気　株式会社		磯子区		A								11669900

		8		株式会社　テクノ電工		磯子		Ｂ								11708000

		9		妙光電機　株式会社		旭区		B								11654000

		10		株式会社　江電社		表彰者		A								11569800

		11		株式会社　協栄電設		港南区		B								11665500

		12		株式会社　須田電気商会		中区		B								11598000

		13		株式会社　興友社		磯子区		B								13000000

		14		株式会社　美友電機サービス		瀬谷区		A								11646000

		15		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								11750000

		16		株式会社　ツインコムネット		瀬谷区		B								11716200

		17		株式会社　浜電気		港南区		B								11686000

		18		丸子電気工事　株式会社		表彰者		A								11650000

		19		株式会社　ヘルツ		港南区		B								11691300

		20		株式会社　太陽システム		中区		B								11680000

		21		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								11608600

		22		有限会社　竣光電設		旭区		B								11556600

		23		東洋電設　株式会社		泉区		B								11649600

		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				2088

		工事名 コウジメイ				根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		宇田川電設　株式会社

				2		株式会社　キャット

				3		株式会社　ＥＳＣ

				4		有限会社　信栄電気工業

				5		親和電設　株式会社

				6		株式会社　古賀電気

				7		愛光電気　株式会社

				8		株式会社　テクノ電工

				9		妙光電機　株式会社

				10		株式会社　江電社

				11		株式会社　協栄電設

				12		株式会社　須田電気商会

				13		株式会社　興友社

				14		株式会社　美友電機サービス

				15		大冷工業　株式会社

				16		株式会社　ツインコムネット

				17		株式会社　浜電気

				18		丸子電気工事　株式会社

				19		株式会社　ヘルツ

				20		株式会社　太陽システム

				21		株式会社　斎藤電気商会

				22		有限会社　竣光電設

				23		東洋電設　株式会社

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2088																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														根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事																																										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																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												13,060,000														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		9				月 ガツ		19				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

		

		根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事　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

				有限会社　竣光電設						11,556,600		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						11,564,600		失格 シッカク

				株式会社　江電社						11,569,800		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会						11,598,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会						11,608,600		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス						11,646,000		失格 シッカク

				東洋電設　株式会社						11,649,600		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						11,650,000		失格 シッカク

				妙光電機　株式会社						11,654,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設						11,665,500		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社				◎		11,669,900

				株式会社　ＥＳＣ						11,671,900

				親和電設　株式会社						11,673,800

				株式会社　太陽システム						11,680,000

				株式会社　浜電気						11,686,000

				株式会社　ヘルツ						11,691,300

				株式会社　テクノ電工						11,708,000

				株式会社　ツインコムネット						11,716,200

				宇田川電設　株式会社						11,728,000

				有限会社　信栄電気工業						11,740,000

				大冷工業　株式会社						11,750,000

				株式会社　キャット						12,407,000

				株式会社　興友社						13,000,000

				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		13,060,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,665,800





公示用

		

		根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				有限会社　竣光電設																																				11,556,600		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				11,564,600		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				11,569,800		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会																																				11,598,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会																																				11,608,600		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス																																				11,646,000		失格 シッカク

				東洋電設　株式会社																																				11,649,600		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				11,650,000		失格 シッカク

				妙光電機　株式会社																																				11,654,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設																																				11,665,500		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社																																		◎		11,669,900

				株式会社　ＥＳＣ																																				11,671,900

				親和電設　株式会社																																				11,673,800

				株式会社　太陽システム																																				11,680,000

				株式会社　浜電気																																				11,686,000

				株式会社　ヘルツ																																				11,691,300

				株式会社　テクノ電工																																				11,708,000

				株式会社　ツインコムネット																																				11,716,200

				宇田川電設　株式会社																																				11,728,000

				有限会社　信栄電気工業																																				11,740,000

				大冷工業　株式会社																																				11,750,000

				株式会社　キャット																																				12,407,000

				株式会社　興友社																																				13,000,000

				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		13,060,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,665,800





Sheet2

		

				根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事　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				愛光電気　株式会社				◎		11,669,900		0

		2				株式会社　ＥＳＣ				0		11,671,900		0

		3				親和電設　株式会社				0		11,673,800		0

		4				株式会社　太陽システム				0		11,680,000		0

		5				株式会社　浜電気				0		11,686,000		0

		6				株式会社　ヘルツ				0		11,691,300		0

		7				株式会社　テクノ電工				0		11,708,000		0

		8				株式会社　ツインコムネット				0		11,716,200		0

		9				宇田川電設　株式会社				0		11,728,000		0

		10				有限会社　信栄電気工業				0		11,740,000		0

		11				大冷工業　株式会社				0		11,750,000		0

		12				株式会社　キャット				0		12,407,000		0

		13				株式会社　興友社				0		13,000,000		0

		14				有限会社　竣光電設				0		11,556,600		失格

		15				株式会社　古賀電気				0		11,564,600		失格

		16				株式会社　江電社				0		11,569,800		失格

		17				株式会社　須田電気商会				0		11,598,000		失格

		18				株式会社　斎藤電気商会				0		11,608,600		失格

		19				株式会社　美友電機サービス				0		11,646,000		失格

		20				東洋電設　株式会社				0		11,649,600		失格

		21				丸子電気工事　株式会社				0		11,650,000		失格

		22				妙光電機　株式会社				0		11,654,000		失格

		23				株式会社　協栄電設				0		11,665,500		失格

		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		13,060,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		11,665,800





仮決定

																																平成26年6月19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						2088

		件　　　名 ケンメイ						根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

		愛光電気　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2088

		件　　　名 ケンメイ						根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		12,603,492														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								933,592												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		愛光電気　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																				2088

						2				件名 ケンメイ																				根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2088

																						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

										根岸中学校屋内運動場照明改修その他工事

		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																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										愛光電気　株式会社																								代表取締役　　山村　喜男 ダイヒョウトリシマリヤクヤマムラヨシオ

		相手方 アイテカタ

														12,603,492

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		19				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6月19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								$933,592

																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																愛光電気　株式会社

																								$11,669,900

																								$12,603,492

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、港南、旭、磯子、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

		有限会社　竣光電設		11,556,600

		株式会社　古賀電気		11,564,600

		株式会社　江電社		11,569,800

		株式会社　須田電気商会		11,598,000

		株式会社　斎藤電気商会		11,608,600

		株式会社　美友電機サービス		11,646,000

		東洋電設　株式会社		11,649,600

		丸子電気工事　株式会社		11,650,000

		妙光電機　株式会社		11,654,000

		株式会社　協栄電設		11,665,500

		愛光電気　株式会社		11,669,900

		株式会社　ＥＳＣ		11,671,900

		親和電設　株式会社		11,673,800

		株式会社　太陽システム		11,680,000

		株式会社　浜電気		11,686,000

		株式会社　ヘルツ		11,691,300

		株式会社　テクノ電工		11,708,000

		株式会社　ツインコムネット		11,716,200

		宇田川電設　株式会社		11,728,000

		有限会社　信栄電気工業		11,740,000

		大冷工業　株式会社		11,750,000

		株式会社　キャット		12,407,000

		株式会社　興友社		13,000,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2094

		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										南小学校給食室給湯設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										南区中里一丁目６番１６号

		工事概要 コウジガイヨウ										給湯設備改修工事
　給食室給湯ボイラー撤去工事
　ガス瞬間湯沸器（５０号×２台）新設工事
上記に伴う衛生器具・給水・給湯・ガス・排水配管設備工事
消火器新設工事
上記に伴う電気設備工事

		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		9		月 ガツ		26		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$12,190,000												（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、磯子区内又は金沢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25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）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												南小学校給食室給湯設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2094						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		6		月 ガツ		19		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														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												12,190,000																				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		9				月 ガツ		26				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										9								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、金沢																				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		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								神橋小学校ほか２８校給湯設備配管更新その他業務

		B				株式会社　小野澤工業																																								中区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				三和工業　株式会社																																								西区								2																						西						Ａ																														西、中、南、港南、磯子、金沢、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								表彰者								3																						中						Ｂ																														中、南、港南、磯子、金沢、表彰者、

		B				株式会社　イシケン																																								磯子区								4																						南																																				南、港南、磯子、金沢、表彰者、

		B				新興電設工業　株式会社																																								西区								5																						港南																																				港南、磯子、金沢、表彰者、

		A				株式会社　司工事 カツカサコウジ																																								表彰者								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、金沢、表彰者、

		A				株式会社　日本工業所																																								南区								7																						金沢								※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																												金沢、表彰者、

		A				株式会社　神奈川産業																																								南区								8																						表彰者																																				表彰者、

		A				万里設備　株式会社																																								中区								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

		

		南小学校給食室給湯設備改修工事

				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　小野澤工業		中区		B								10904000

		2		三和工業　株式会社		西区		B								10898200

		3		株式会社　小松工業		表彰者		A								10838000

		4		株式会社　イシケン		磯子区		B								10821000

		5		新興電設工業　株式会社		西区		B								12000000

		6		株式会社　司工事		表彰者		A								10903000

		7		株式会社　日本工業所		南区		A								12000000

		8		株式会社　神奈川産業		南区		A								10910000

		9		万里設備　株式会社		中区		A								11339000

		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				2094

		工事名 コウジメイ				南小学校給食室給湯設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　小野澤工業

				2		三和工業　株式会社

				3		株式会社　小松工業

				4		株式会社　イシケン

				5		新興電設工業　株式会社

				6		株式会社　司工事

				7		株式会社　日本工業所

				8		株式会社　神奈川産業

				9		万里設備　株式会社

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2094																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														南小学校給食室給湯設備改修工事																																										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												12,190,000														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		9				月 ガツ		26				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

		

		南小学校給食室給湯設備改修工事　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						10,821,000		失格 シッカク

				株式会社　小松工業						10,838,000		失格 シッカク

				三和工業　株式会社				◎		10,898,200

				株式会社　司工事						10,903,000

				株式会社　小野澤工業						10,904,000

				株式会社　神奈川産業						10,910,000

				万里設備　株式会社						11,339,000

				新興電設工業　株式会社						12,000,000

				株式会社　日本工業所						12,000,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		12,190,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,897,700





公示用

		

		南小学校給食室給湯設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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　イシケン																																				10,821,000		失格 シッカク

				株式会社　小松工業																																				10,838,000		失格 シッカク

				三和工業　株式会社																																		◎		10,898,200

				株式会社　司工事																																				10,903,000

				株式会社　小野澤工業																																				10,904,000

				株式会社　神奈川産業																																				10,910,000

				万里設備　株式会社																																				11,339,000

				新興電設工業　株式会社																																				12,000,000

				株式会社　日本工業所																																				12,000,000

				0

				0

				0
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				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		12,190,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,897,700





Sheet2

		

				南小学校給食室給湯設備改修工事　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				三和工業　株式会社				◎		10,898,200		0

		2				株式会社　司工事				0		10,903,000		0

		3				株式会社　小野澤工業				0		10,904,000		0

		4				株式会社　神奈川産業				0		10,910,000		0

		5				万里設備　株式会社				0		11,339,000		0

		6				新興電設工業　株式会社				0		12,000,000		0

		7				株式会社　日本工業所				0		12,000,000		0

		8				株式会社　イシケン				0		10,821,000		失格

		9				株式会社　小松工業				0		10,838,000		失格

		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		12,190,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,897,700





仮決定

																																平成26年6月19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						2094

		件　　　名 ケンメイ						南小学校給食室給湯設備改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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		6		月		23		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

		三和工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2094

		件　　　名 ケンメイ						南小学校給食室給湯設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		11,770,056														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								871,856												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				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





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																				2094

						2				件名 ケンメイ																				南小学校給食室給湯設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2094

																						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

										南小学校給食室給湯設備改修工事

		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																														神橋小学校ほか２８校給湯設備配管更新その他業務

		契約の ケイヤク										三和工業　株式会社																								代表取締役　　小関　　誠 ダイヒョウトリシマリヤクコセキマコト

		相手方 アイテカタ

														11,770,056

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		26				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6月19日														午前10時50分										業者数 ギョウシャスウ										9						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$871,856

																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																三和工業　株式会社

																								$10,898,200

																								$11,770,056

		(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、金沢





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		10,821,000

		株式会社　小松工業		10,838,000

		三和工業　株式会社		10,898,200

		株式会社　司工事		10,903,000

		株式会社　小野澤工業		10,904,000

		株式会社　神奈川産業		10,910,000

		万里設備　株式会社		11,339,000

		新興電設工業　株式会社		12,000,000

		株式会社　日本工業所		12,000,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2108

		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										深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										戸塚区深谷町１３１２番地１ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										深谷台小学校・矢部小学校　
　高圧ｹｰﾌﾞﾙ引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事　　　　　　　

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$5,696,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、金沢区内、緑区内、戸塚区内、栄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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2108						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		6		月 ガツ		19		日 ニチ				午後				2		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												5,696,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		南、保土ケ谷、旭、金沢、緑、戸塚、栄、瀬谷																				担当　 タントウ		真部 マナベ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								2																						南						Ａ																														南、保土ケ谷、旭、金沢、緑、戸塚、栄、瀬谷、表彰者、

		A				ナトリ電設　株式会社																																								緑区								3																						保土ケ谷						Ｂ																														保土ケ谷、旭、金沢、緑、戸塚、栄、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								4																						旭																																				旭、金沢、緑、戸塚、栄、瀬谷、表彰者、

		A				有限会社　富田電機																																								保土ケ谷区								5																						金沢																																				金沢、緑、戸塚、栄、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　コスモ																																								旭区								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、戸塚、栄、瀬谷、表彰者、

		B				和光電気工事　株式会社																																								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、瀬谷、表彰者、

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								8																						栄																																				栄、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　五常																																								金沢区								9																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　太洋電設																																								保土ケ谷区								10																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								11																						0																																				0

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								12																						0																																				0

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								13																						0																																				0

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								14																						0																																				0

		B				株式会社　秀栄																																								南区								15																						0																																				0

		B				有限会社　竣光電設 シュン																																								旭区								16																						0																																				0

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								17

		B				熊沢電気　株式会社																																								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

		

		深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

				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		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								5018100

		2		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								5109000

		3		ナトリ電設　株式会社		緑区		A								5110450

		4		株式会社　古賀電気		南区		B								5027700

		5		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								5115700

		6		株式会社　コスモ		旭区		B								5100800

		7		和光電気工事　株式会社		保土ケ谷区		B								5005644

		8		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								5240000

		9		株式会社　五常		金沢区		B								5070000

		10		株式会社　太洋電設		保土ケ谷区		B								5037000

		11		株式会社　日動電設		緑区		B								5111000

		12		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								4984000

		13		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								5047000

		14		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								4966000

		15		株式会社　秀栄		南区		B								5043200

		16		有限会社　竣光電設		旭区		B								5035300

		17		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								5051000

		18		熊沢電気　株式会社		南区		B								5059000

		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				2108

		工事名 コウジメイ				深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19日		午後2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　　

						0

		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		神電設備工業　株式会社

				2		有限会社　信栄電気工業

				3		ナトリ電設　株式会社

				4		株式会社　古賀電気

				5		有限会社　富田電機

				6		株式会社　コスモ

				7		和光電気工事　株式会社

				8		大冷工業　株式会社

				9		株式会社　五常

				10		株式会社　太洋電設

				11		株式会社　日動電設

				12		三栄電設　株式会社

				13		会津電業　株式会社

				14		株式会社　横山電気工業

				15		株式会社　秀栄

				16		有限会社　竣光電設

				17		尾鈴電気　株式会社

				18		熊沢電気　株式会社

				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						2108																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														深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												5,696,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事　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　横山電気工業						4,966,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社						4,984,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社						5,005,644		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社						5,018,100		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						5,027,700		辞退 ジタイ

				有限会社　竣光電設						5,035,300		辞退 ジタイ

				株式会社　太洋電設				◎		5,037,000

				株式会社　秀栄						5,043,200

				会津電業　株式会社						5,047,000

				尾鈴電気　株式会社						5,051,000

				熊沢電気　株式会社						5,059,000

				株式会社　五常						5,070,000

				株式会社　コスモ						5,100,800

				有限会社　信栄電気工業						5,109,000

				ナトリ電設　株式会社						5,110,450

				株式会社　日動電設						5,111,000

				有限会社　富田電機						5,115,700

				大冷工業　株式会社						5,240,000

				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		5,696,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,020,000





公示用

		

		深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19日																								午後2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　横山電気工業																																				4,966,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社																																				4,984,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社																																				5,005,644		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社																																				5,018,100		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				5,027,700		辞退 ジタイ

				有限会社　竣光電設																																				5,035,300		辞退 ジタイ

				株式会社　太洋電設																																		◎		5,037,000

				株式会社　秀栄																																				5,043,200

				会津電業　株式会社																																				5,047,000

				尾鈴電気　株式会社																																				5,051,000

				熊沢電気　株式会社																																				5,059,000

				株式会社　五常																																				5,070,000

				株式会社　コスモ																																				5,100,800

				有限会社　信栄電気工業																																				5,109,000

				ナトリ電設　株式会社																																				5,110,450

				株式会社　日動電設																																				5,111,000

				有限会社　富田電機																																				5,115,700

				大冷工業　株式会社																																				5,240,000

				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		5,696,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,020,000





Sheet2

		

				深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事　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　太洋電設				◎		5,037,000		0

		2				株式会社　秀栄				0		5,043,200		0

		3				会津電業　株式会社				0		5,047,000		0

		4				尾鈴電気　株式会社				0		5,051,000		0

		5				熊沢電気　株式会社				0		5,059,000		0

		6				株式会社　五常				0		5,070,000		0

		7				株式会社　コスモ				0		5,100,800		0

		8				有限会社　信栄電気工業				0		5,109,000		0

		9				ナトリ電設　株式会社				0		5,110,450		0

		10				株式会社　日動電設				0		5,111,000		0

		11				有限会社　富田電機				0		5,115,700		0

		12				大冷工業　株式会社				0		5,240,000		0

		13				株式会社　横山電気工業				0		4,966,000		失格

		14				三栄電設　株式会社				0		4,984,000		失格

		15				和光電気工事　株式会社				0		5,005,644		失格

		16				神電設備工業　株式会社				0		5,018,100		失格

		17				株式会社　古賀電気				0		5,027,700		辞退

		18				有限会社　竣光電設				0		5,035,300		辞退

		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		5,696,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,020,000





仮決定

																																41810.0

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキ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　太洋電設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2108

		件　　　名 ケンメイ						深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		5,439,960														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								402,960												】		【収入印紙代  ￥								5,000				】

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				真部

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　太洋電設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2108

		件　　　名 ケンメイ						深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		5,439,960														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								402,960												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　太洋電設

																												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																				2108

						2				件名 ケンメイ																				深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2108

																						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

										深谷台小学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　太洋電設																						代表取締役　　渡辺　裕二 ダイヒョウトリシマリヤクワタナベユウニ

		相手方 アイテカタ

														5,439,960

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後2時20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								$402,960

																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　太洋電設

																								$5,037,000

																								$5,439,960

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								南、保土ケ谷、旭、金沢、緑、戸塚、栄、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　横山電気工業		4,966,000

		三栄電設　株式会社		4,984,000

		和光電気工事　株式会社		5,005,644

		神電設備工業　株式会社		5,018,100

		株式会社　古賀電気		5,027,700

		有限会社　竣光電設		5,035,300

		株式会社　太洋電設		5,037,000

		株式会社　秀栄		5,043,200

		会津電業　株式会社		5,047,000

		尾鈴電気　株式会社		5,051,000

		熊沢電気　株式会社		5,059,000

		株式会社　五常		5,070,000

		株式会社　コスモ		5,100,800

		有限会社　信栄電気工業		5,109,000

		ナトリ電設　株式会社		5,110,450

		株式会社　日動電設		5,111,000

		有限会社　富田電機		5,115,700

		大冷工業　株式会社		5,240,000
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2085

		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										舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）

		施工場所 セコウバショ										戸塚区舞岡町２２６番地

		工事概要 コウジガイヨウ										屋内運動場内部改修工事
　床改修工事　約６２０ｍ2
　壁改修工事　約２００ｍ2

		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		10		月 ガツ		30		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		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。 ネンド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

				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						なし

				6		技術者 ギジュツシャ						建築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						次の（1）又は(2)のいずれかの入札参加資格を満たす者
　(1)  横浜型地域貢献企業であること。
        (横浜型地域貢献企業として認定されている者）
　(2)  平成24・25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

		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														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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																		営繕第一						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 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2085						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		6		月 ガツ		19		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														営繕第一														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												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		10				月 ガツ		30				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										7								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				区 ク		市内全区																				担当　 タントウ		越膳 コゼン										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								緑園東小学校ほか２２校床塗装その他業務

		A				中鉢建設　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				株式会社　小俣組																																								南区								2																						0						Ａ																														0

		A				小雀建設　株式会社																																								戸塚区								3																						0						0																														0

		A				風越建設　株式会社																																								中区								4																						0																																				0

		A				馬淵建設　株式会社																																								南区								5																						0																																				0

		A				株式会社　三木組																																								神奈川区								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　松尾工務店																																								鶴見区								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

		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

		

		舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）

				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		中鉢建設　株式会社		旭区		A								41815000

		2		株式会社　小俣組		南区		A								48000000

		3		小雀建設　株式会社		戸塚区		A								40539000

		4		風越建設　株式会社		中区		A								46000000

		5		馬淵建設　株式会社		南区		A								41873000

		6		株式会社　三木組		神奈川区		A								44000000

		7		株式会社　松尾工務店		鶴見区		A								44930000

		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				2085

		工事名 コウジメイ				舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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		中鉢建設　株式会社

				2		株式会社　小俣組

				3		小雀建設　株式会社

				4		風越建設　株式会社

				5		馬淵建設　株式会社

				6		株式会社　三木組

				7		株式会社　松尾工務店

				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						2085																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														舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）																																										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																		営繕第一												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												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		10				月 ガツ		30				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

		

		舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）　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

				小雀建設　株式会社						40,539,000		失格 シッカク

				中鉢建設　株式会社				◎		41,815,000

				馬淵建設　株式会社						41,873,000

				株式会社　三木組						44,000,000

				株式会社　松尾工務店						44,930,000

				風越建設　株式会社						46,000,000

				株式会社　小俣組						48,000,000

				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

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		46,560,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		41,703,400





公示用

		

		舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）　入札顛末書

																平成26年6月19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

				小雀建設　株式会社																																				40,539,000		失格 シッカク

				中鉢建設　株式会社																																		◎		41,815,000

				馬淵建設　株式会社																																				41,873,000

				株式会社　三木組																																				44,000,000

				株式会社　松尾工務店																																				44,930,000

				風越建設　株式会社																																				46,000,000

				株式会社　小俣組																																				48,000,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		46,560,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		41,703,400





Sheet2

		

				舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）　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				中鉢建設　株式会社				◎		41,815,000		0

		2				馬淵建設　株式会社				0		41,873,000		0

		3				株式会社　三木組				0		44,000,000		0

		4				株式会社　松尾工務店				0		44,930,000		0

		5				風越建設　株式会社				0		46,000,000		0

		6				株式会社　小俣組				0		48,000,000		0

		7				小雀建設　株式会社				0		40,539,000		失格

		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		46,560,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		41,703,400





仮決定

																																平成26年6月19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						2085

		件　　　名 ケンメイ						舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				越膳

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

		中鉢建設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2085

		件　　　名 ケンメイ						舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		45,160,200														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								3,345,200												】		【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

																										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

		中鉢建設　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																				2085

						2				件名 ケンメイ																				舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2085

																						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

										舞岡中学校屋内運動場内部改修その他工事（建築）

		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																														緑園東小学校ほか２２校床塗装その他業務

		契約の ケイヤク										中鉢建設　株式会社																								代表取締役　　中鉢　次男 ダイヒョウトリシマリヤクチュウバチツギオ

		相手方 アイテカタ

														45,160,200

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		10				月 ガツ		30				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6月19日														午前9時00分										業者数 ギョウシャスウ										7						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$3,345,200

																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																中鉢建設　株式会社

																								$41,815,000

																								$45,160,200

		(備考）				入札条件								＜工種＞						建築						＜細目＞						建築工事												＜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

		小雀建設　株式会社		40,539,000

		中鉢建設　株式会社		41,815,000

		馬淵建設　株式会社		41,873,000

		株式会社　三木組		44,000,000

		株式会社　松尾工務店		44,930,000

		風越建設　株式会社		46,000,000

		株式会社　小俣組		48,000,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2098

		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										緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										泉区緑園三丁目３９番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										緑園西小学校・上飯田中学校・西が岡小学校
 高圧引込ケーブル引替工事
 ＰＡＳ交換工事
 キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$9,887,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2098						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												9,887,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、南、港南、戸塚、栄、泉																				担当　 タントウ		松田 マツダ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								2																						中						Ａ																														中、南、港南、戸塚、栄、泉、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								3																						南						Ｂ																														南、港南、戸塚、栄、泉、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								表彰者								4																						港南																																				港南、戸塚、栄、泉、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								5																						戸塚																																				戸塚、栄、泉、表彰者、

		Ｂ				株式会社　須田電気商会																																								中								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、

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								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、

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								9																						0																																				0

		B				株式会社　太陽システム																																								中区								10																						0																																				0

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								11																						0																																				0

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								12																						0																																				0

		B				株式会社　秀栄																																								南区								13																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ																																								中区								14																						0																																				0

		B				熊沢電気　株式会社																																								南区								15																						0																																				0

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								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

		

		緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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　平岡電機工事		南区		B								8802400

		2		親和電設　株式会社		泉区		B								8817500

		3		株式会社　古賀電気		南区		B								8794500

		4		株式会社　江電社		表彰者		A								8721000

		5		株式会社　協栄電設		港南区		B								8834200

		6		株式会社　須田電気商会		中		Ｂ								8564000

		7		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								8682700

		8		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								9490000

		9		株式会社　ヘルツ		港南区		B								8463300

		10		株式会社　太陽システム		中区		B								8826000

		11		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								8680800

		12		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								8801300

		13		株式会社　秀栄		南区		B								8708300

		14		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								8680000

		15		熊沢電気　株式会社		南区		B								8843000

		16		東洋電設　株式会社		泉区		B								8799450

		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				2098

		工事名 コウジメイ				緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　平岡電機工事

				2		親和電設　株式会社

				3		株式会社　古賀電気

				4		株式会社　江電社

				5		株式会社　協栄電設

				6		株式会社　須田電気商会

				7		誠友テクノス　株式会社

				8		大冷工業　株式会社

				9		株式会社　ヘルツ

				10		株式会社　太陽システム

				11		三栄電設　株式会社

				12		株式会社　斎藤電気商会

				13		株式会社　秀栄

				14		株式会社　神奈川ケイテクノ

				15		熊沢電気　株式会社

				16		東洋電設　株式会社

				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						2098																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														緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												9,887,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　ヘルツ						8,463,300		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会						8,564,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ						8,680,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社						8,680,800		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						8,682,700		失格 シッカク

				株式会社　秀栄						8,708,300		失格 シッカク

				株式会社　江電社						8,721,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気				◎		8,794,500

				東洋電設　株式会社						8,799,450

				株式会社　斎藤電気商会						8,801,300

				株式会社　平岡電機工事						8,802,400

				親和電設　株式会社						8,817,500

				株式会社　太陽システム						8,826,000

				株式会社　協栄電設						8,834,200

				熊沢電気　株式会社						8,843,000

				大冷工業　株式会社						9,490,000

				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		9,887,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,730,900





公示用

		

		緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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　ヘルツ																																				8,463,300		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会																																				8,564,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				8,680,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社																																				8,680,800		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				8,682,700		失格 シッカク

				株式会社　秀栄																																				8,708,300		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				8,721,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																		◎		8,794,500

				東洋電設　株式会社																																				8,799,450

				株式会社　斎藤電気商会																																				8,801,300

				株式会社　平岡電機工事																																				8,802,400

				親和電設　株式会社																																				8,817,500

				株式会社　太陽システム																																				8,826,000

				株式会社　協栄電設																																				8,834,200

				熊沢電気　株式会社																																				8,843,000

				大冷工業　株式会社																																				9,490,000

				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		9,887,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,730,900





Sheet2

		

				緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　古賀電気				◎		8,794,500		0

		2				東洋電設　株式会社				0		8,799,450		0

		3				株式会社　斎藤電気商会				0		8,801,300		0

		4				株式会社　平岡電機工事				0		8,802,400		0

		5				親和電設　株式会社				0		8,817,500		0

		6				株式会社　太陽システム				0		8,826,000		0

		7				株式会社　協栄電設				0		8,834,200		0

		8				熊沢電気　株式会社				0		8,843,000		0

		9				大冷工業　株式会社				0		9,490,000		0

		10				株式会社　ヘルツ				0		8,463,300		失格

		11				株式会社　須田電気商会				0		8,564,000		失格

		12				株式会社　神奈川ケイテクノ				0		8,680,000		失格

		13				三栄電設　株式会社				0		8,680,800		失格

		14				誠友テクノス　株式会社				0		8,682,700		失格

		15				株式会社　秀栄				0		8,708,300		失格

		16				株式会社　江電社				0		8,721,000		失格

		17

		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		9,887,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,730,900





仮決定

																																平成26年6月19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						2098

		件　　　名 ケンメイ						緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				松田

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　古賀電気														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2098

		件　　　名 ケンメイ						緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		9,498,060														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								703,560												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				松田

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　古賀電気

																												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																				2098

						2				件名 ケンメイ																				緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2098

																						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

										緑園西小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　古賀電気																								代表取締役　　古賀　　明 ダイヒョウトリシマリヤクコガアキラ

		相手方 アイテカタ

														9,498,060

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午前11時30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								$703,560

																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　古賀電気

																								$8,794,500

																								$9,498,060

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、南、港南、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　ヘルツ		8,463,300

		株式会社　須田電気商会		8,564,000

		株式会社　神奈川ケイテクノ		8,680,000

		三栄電設　株式会社		8,680,800

		誠友テクノス　株式会社		8,682,700

		株式会社　秀栄		8,708,300

		株式会社　江電社		8,721,000

		株式会社　古賀電気		8,794,500

		東洋電設　株式会社		8,799,450

		株式会社　斎藤電気商会		8,801,300

		株式会社　平岡電機工事		8,802,400

		親和電設　株式会社		8,817,500

		株式会社　太陽システム		8,826,000

		株式会社　協栄電設		8,834,200

		熊沢電気　株式会社		8,843,000

		大冷工業　株式会社		9,490,000
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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		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2104

		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２校高圧引込ケーブル改修工事

		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・新井中学校・万騎が原小学校
　高圧引込ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$7,183,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2104						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												7,183,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		保土ケ谷、旭、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		松田 マツダ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		A				株式会社　協立電気商会																																								青葉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								2																						保土ケ谷						Ａ																														保土ケ谷、旭、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								3																						旭						Ｂ																														旭、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								4																						緑																																				緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								表彰者								5																						都筑																																				都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		A				有限会社　富田電機 ユトミタデンキ																																								保土ケ谷区								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、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　横浜電業																																								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、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　コスモ																																								旭区								8																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		B				和光電気工事　株式会社																																								保土ケ谷区								9																						表彰者																																				表彰者、

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								10																						0																																				0

		B				株式会社　太洋電設																																								保土ケ谷区								11																						0																																				0

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								12																						0																																				0

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								13																						0																																				0

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								14																						0																																				0

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								15																						0																																				0

		B				有限会社　竣光電設																																								旭区								16																						0																																				0

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								17

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								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

		

		東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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　協立電気商会		青葉区		A								6468000

		2		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								6408000

		3		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								6443000

		4		親和電設　株式会社		泉区		B								6379600

		5		株式会社　古賀電気		表彰者		B								6355500

		6		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								6462100

		7		株式会社　横浜電業		保土ケ谷区		A								6378000

		8		株式会社　コスモ		旭区		B								6371400

		9		和光電気工事　株式会社		保土ケ谷区		B								6324631

		10		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								6290000

		11		株式会社　太洋電設		保土ケ谷区		B								6374500

		12		株式会社　日動電設		緑区		B								6368000

		13		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								6386000

		14		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								6367700

		15		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								6275000

		16		有限会社　竣光電設		旭区		B								6335400

		17		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								6389000

		18		東洋電設　株式会社		泉区		B								6350500

		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				2104

		工事名 コウジメイ				東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　協立電気商会

				2		神電設備工業　株式会社

				3		有限会社　信栄電気工業

				4		親和電設　株式会社

				5		株式会社　古賀電気

				6		有限会社　富田電機

				7		株式会社　横浜電業

				8		株式会社　コスモ

				9		和光電気工事　株式会社

				10		誠友テクノス　株式会社

				11		株式会社　太洋電設

				12		株式会社　日動電設

				13		会津電業　株式会社

				14		株式会社　斎藤電気商会

				15		株式会社　横山電気工業

				16		有限会社　竣光電設

				17		尾鈴電気　株式会社

				18		東洋電設　株式会社

				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						2104																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２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												7,183,000														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		9				月 ガツ		12				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２校高圧引込ケーブル改修工事　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　横山電気工業						6,275,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						6,290,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社				◎		6,324,631

				有限会社　竣光電設						6,335,400

				東洋電設　株式会社						6,350,500

				株式会社　古賀電気						6,355,500

				株式会社　斎藤電気商会						6,367,700

				株式会社　日動電設						6,368,000

				株式会社　コスモ						6,371,400

				株式会社　太洋電設						6,374,500

				株式会社　横浜電業						6,378,000

				親和電設　株式会社						6,379,600

				会津電業　株式会社						6,386,000

				尾鈴電気　株式会社						6,389,000

				神電設備工業　株式会社						6,408,000

				有限会社　信栄電気工業						6,443,000

				有限会社　富田電機						6,462,100

				株式会社　協立電気商会						6,468,000

				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		7,183,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,324,100





公示用

		

		東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				株式会社　横山電気工業																																				6,275,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				6,290,000		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社																																		◎		6,324,631

				有限会社　竣光電設																																				6,335,400

				東洋電設　株式会社																																				6,350,500

				株式会社　古賀電気																																				6,355,500

				株式会社　斎藤電気商会																																				6,367,700

				株式会社　日動電設																																				6,368,000

				株式会社　コスモ																																				6,371,400

				株式会社　太洋電設																																				6,374,500

				株式会社　横浜電業																																				6,378,000

				親和電設　株式会社																																				6,379,600

				会津電業　株式会社																																				6,386,000

				尾鈴電気　株式会社																																				6,389,000

				神電設備工業　株式会社																																				6,408,000

				有限会社　信栄電気工業																																				6,443,000

				有限会社　富田電機																																				6,462,100

				株式会社　協立電気商会																																				6,468,000

				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		7,183,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,324,100





Sheet2

		

				東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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				和光電気工事　株式会社				◎		6,324,631		0

		2				有限会社　竣光電設				0		6,335,400		0

		3				東洋電設　株式会社				0		6,350,500		0

		4				株式会社　古賀電気				0		6,355,500		0

		5				株式会社　斎藤電気商会				0		6,367,700		0

		6				株式会社　日動電設				0		6,368,000		0

		7				株式会社　コスモ				0		6,371,400		0

		8				株式会社　太洋電設				0		6,374,500		0

		9				株式会社　横浜電業				0		6,378,000		0

		10				親和電設　株式会社				0		6,379,600		0

		11				会津電業　株式会社				0		6,386,000		0

		12				尾鈴電気　株式会社				0		6,389,000		0

		13				神電設備工業　株式会社				0		6,408,000		0

		14				有限会社　信栄電気工業				0		6,443,000		0

		15				有限会社　富田電機				0		6,462,100		0

		16				株式会社　協立電気商会				0		6,468,000		0

		17				株式会社　横山電気工業				0		6,275,000		失格

		18				誠友テクノス　株式会社				0		6,290,000		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		7,183,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		6,324,100





仮決定

																																平成26年6月19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						2104

		件　　　名 ケンメイ						東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				松田

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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

		和光電気工事　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2104

		件　　　名 ケンメイ						東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		6,830,601														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								505,970												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				松田

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		和光電気工事　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																				2104

						2				件名 ケンメイ																				東野中学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2104

																						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２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										和光電気工事　株式会社																								代表取締役　　渡邉　朋弘 ダイヒョウトリシマリヤクワタナベトモヒロ

		相手方 アイテカタ

														6,830,601

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午後1時40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								$505,970

																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																和光電気工事　株式会社

																								$6,324,631

																								$6,830,601

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								保土ケ谷、旭、緑、都筑、青葉、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　横山電気工業		6,275,000

		誠友テクノス　株式会社		6,290,000

		和光電気工事　株式会社		6,324,631

		有限会社　竣光電設		6,335,400

		東洋電設　株式会社		6,350,500

		株式会社　古賀電気		6,355,500

		株式会社　斎藤電気商会		6,367,700

		株式会社　日動電設		6,368,000

		株式会社　コスモ		6,371,400

		株式会社　太洋電設		6,374,500

		株式会社　横浜電業		6,378,000

		親和電設　株式会社		6,379,600

		会津電業　株式会社		6,386,000

		尾鈴電気　株式会社		6,389,000

		神電設備工業　株式会社		6,408,000

		有限会社　信栄電気工業		6,443,000

		有限会社　富田電機		6,462,100

		株式会社　協立電気商会		6,468,000
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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		10						号 ゴウ												41,793

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2089

		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										東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		施工場所 セコウバショ										青葉区市ケ尾町５１９番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										東市ケ尾小学校・荏田東第一小学校
　屋内運動場照明改修工事
　　昇降式照明器具改修工事
　　既存分電盤改修工事
　　昇降操作盤新設工事
　　付帯施設照明器具改修工事

		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		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$12,050,000												（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。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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、港北区内、緑区内、都筑区内、青葉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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		6		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		6		月 ガツ		9		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2089						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		6		月 ガツ		19		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														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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												12,050,000																				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		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										19								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、港北、緑、都筑、青葉、泉																				担当　 タントウ		出原 デハラ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				東邦電設　株式会社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、港北、緑、都筑、青葉、泉、表彰者、

		B				藤澤電設工業　株式会社																																								鶴見区								3																						港北						Ｂ																														港北、緑、都筑、青葉、泉、表彰者、

		A				ＪＦＥテクノス　株式会社																																								鶴見区								4																						緑																																				緑、都筑、青葉、泉、表彰者、

		B				株式会社　共拓社																																								港北区								5																						都筑																																				都筑、青葉、泉、表彰者、

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								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、泉、表彰者、

		A				ナトリ電設　株式会社																																								緑区								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、

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								8																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								表彰者								9																						0																																				0

		A				向栄電気工業　株式会社																																								港北区								10																						0																																				0

		A				扶桑電機　株式会社																																								港北区								11																						0																																				0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								12																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉								13																						0																																				0

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								14																						0																																				0

		B				三由工業　株式会社																																								港北区								15																						0																																				0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								16																						0																																				0

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								17

		B				弘電工　株式会社																																								港北区								18

		A				株式会社　協立電気商会																																								青葉区								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

		

		東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

				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　日動電設		緑区		B								10728000

		2		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								10750000

		3		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								10713000

		4		ＪＦＥテクノス　株式会社		鶴見区		A								10778000

		5		株式会社　共拓社		港北区		B								10741800

		6		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								10800000

		7		ナトリ電設　株式会社		緑区		A								10811260

		8		親和電設　株式会社		泉区		B								10760900

		9		株式会社　古賀電気		表彰者		B								10666600

		10		向栄電気工業　株式会社		港北区		A								11800000

		11		扶桑電機　株式会社		港北区		A								11500000

		12		株式会社　江電社		鶴見区		A								10731000

		13		丸子電気工事　株式会社		青葉		A								10650000

		14		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								10730200

		15		三由工業　株式会社		港北区		B								10718500

		16		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								10744500

		17		東洋電設　株式会社		泉区		B								10772700

		18		弘電工　株式会社		港北区		B								10678000

		19		株式会社　協立電気商会		青葉区		A								10710000

		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				2089

		工事名 コウジメイ				東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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　日動電設

				2		東邦電設　株式会社

				3		藤澤電設工業　株式会社

				4		ＪＦＥテクノス　株式会社

				5		株式会社　共拓社

				6		浜川電気　株式会社

				7		ナトリ電設　株式会社

				8		親和電設　株式会社

				9		株式会社　古賀電気

				10		向栄電気工業　株式会社

				11		扶桑電機　株式会社

				12		株式会社　江電社

				13		丸子電気工事　株式会社

				14		株式会社　斎藤電気商会

				15		三由工業　株式会社

				16		山正電気工事　株式会社

				17		東洋電設　株式会社

				18		弘電工　株式会社

				19		株式会社　協立電気商会

				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						2089																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														東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												12,050,000														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		9				月 ガツ		19				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

		

		東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事　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

				丸子電気工事　株式会社						10,650,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						10,666,600		失格 シッカク

				弘電工　株式会社						10,678,000		失格 シッカク

				株式会社　協立電気商会				◎		10,710,000

				藤澤電設工業　株式会社						10,713,000

				三由工業　株式会社						10,718,500

				株式会社　日動電設						10,728,000

				株式会社　斎藤電気商会						10,730,200

				株式会社　江電社						10,731,000

				株式会社　共拓社						10,741,800

				山正電気工事　株式会社						10,744,500

				東邦電設　株式会社						10,750,000

				親和電設　株式会社						10,760,900

				東洋電設　株式会社						10,772,700

				ＪＦＥテクノス　株式会社						10,778,000

				浜川電気　株式会社						10,800,000

				ナトリ電設　株式会社						10,811,260

				扶桑電機　株式会社						11,500,000

				向栄電気工業　株式会社						11,800,000

				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		12,050,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,692,600





公示用

		

		東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				丸子電気工事　株式会社																																				10,650,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				10,666,600		失格 シッカク

				弘電工　株式会社																																				10,678,000		失格 シッカク

				株式会社　協立電気商会																																		◎		10,710,000

				藤澤電設工業　株式会社																																				10,713,000

				三由工業　株式会社																																				10,718,500

				株式会社　日動電設																																				10,728,000

				株式会社　斎藤電気商会																																				10,730,200

				株式会社　江電社																																				10,731,000

				株式会社　共拓社																																				10,741,800

				山正電気工事　株式会社																																				10,744,500

				東邦電設　株式会社																																				10,750,000

				親和電設　株式会社																																				10,760,900

				東洋電設　株式会社																																				10,772,700

				ＪＦＥテクノス　株式会社																																				10,778,000

				浜川電気　株式会社																																				10,800,000

				ナトリ電設　株式会社																																				10,811,260

				扶桑電機　株式会社																																				11,500,000

				向栄電気工業　株式会社																																				11,800,000

				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		12,050,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,692,600





Sheet2

		

				東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事　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　協立電気商会				◎		10,710,000		0

		2				藤澤電設工業　株式会社				0		10,713,000		0

		3				三由工業　株式会社				0		10,718,500		0

		4				株式会社　日動電設				0		10,728,000		0

		5				株式会社　斎藤電気商会				0		10,730,200		0

		6				株式会社　江電社				0		10,731,000		0

		7				株式会社　共拓社				0		10,741,800		0

		8				山正電気工事　株式会社				0		10,744,500		0

		9				東邦電設　株式会社				0		10,750,000		0

		10				親和電設　株式会社				0		10,760,900		0

		11				東洋電設　株式会社				0		10,772,700		0

		12				ＪＦＥテクノス　株式会社				0		10,778,000		0

		13				浜川電気　株式会社				0		10,800,000		0

		14				ナトリ電設　株式会社				0		10,811,260		0

		15				扶桑電機　株式会社				0		11,500,000		0

		16				向栄電気工業　株式会社				0		11,800,000		0

		17				丸子電気工事　株式会社				0		10,650,000		失格

		18				株式会社　古賀電気				0		10,666,600		失格

		19				弘電工　株式会社				0		10,678,000		失格

		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		12,050,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,692,600





仮決定

																																平成26年6月19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						2089

		件　　　名 ケンメイ						東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				出原

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　協立電気商会														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2089

		件　　　名 ケンメイ						東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		11,566,800														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								856,800												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　協立電気商会

																												様 サマ

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

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

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

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2089

						2				件名 ケンメイ																				東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2089

																						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

										東市ケ尾小学校ほか１校屋内運動場照明改修工事

		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																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										株式会社　協立電気商会																								代表取締役　　高橋　耕造 ダイヒョウトリシマリヤクタカハシコウゾウ

		相手方 アイテカタ

														11,566,800

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		19				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6月19日														午前9時40分										業者数 ギョウシャスウ										19						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$856,800

																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　協立電気商会

																								$10,710,000

																								$11,566,800

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、港北、緑、都筑、青葉、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

		丸子電気工事　株式会社		10,650,000

		株式会社　古賀電気		10,666,600

		弘電工　株式会社		10,678,000

		株式会社　協立電気商会		10,710,000

		藤澤電設工業　株式会社		10,713,000

		三由工業　株式会社		10,718,500

		株式会社　日動電設		10,728,000

		株式会社　斎藤電気商会		10,730,200

		株式会社　江電社		10,731,000

		株式会社　共拓社		10,741,800

		山正電気工事　株式会社		10,744,500

		東邦電設　株式会社		10,750,000

		親和電設　株式会社		10,760,900

		東洋電設　株式会社		10,772,700

		ＪＦＥテクノス　株式会社		10,778,000

		浜川電気　株式会社		10,800,000

		ナトリ電設　株式会社		10,811,260

		扶桑電機　株式会社		11,500,000

		向栄電気工業　株式会社		11,800,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		11						号 ゴウ												41,800

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2100

		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										駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		施工場所 セコウバショ										鶴見区駒岡三丁目１４番１号ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										駒岡小学校・新鶴見小学校・汐入小学校
　高圧ケーブル引替工事
　ＰＡＳ交換工事
　キュービクル改修工事

		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		9		月 ガツ		12		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$9,385,000												（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26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		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						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 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25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						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				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）														・		東洋製図工業（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		12		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		6		月 ガツ		11		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		18		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		6		月 ガツ		19		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

		建設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 ケンセツ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										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。

		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		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





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												駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2100						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		6		月 ガツ		19		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														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												9,385,000																				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		9				月 ガツ		12				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				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、神奈川、港北、都筑																				担当　 タントウ		小司 ショウツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		23		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		6		月 ガツ		30		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								川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		A				東邦電設　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

		B				藤澤電設工業　株式会社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、神奈川、港北、都筑、表彰者、

		A				ＪＦＥテクノス　株式会社																																								鶴見区								3																						神奈川						Ｂ																														神奈川、港北、都筑、表彰者、

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								4																						港北																																				港北、都筑、表彰者、

		A				清進電設　株式会社																																								神奈川区								5																						都筑																																				都筑、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								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				株式会社　八代工業																																								神奈川区								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				向栄電気工業　株式会社																																								港北区								8																						0																																				0

		A				京浜電設　株式会社																																								神奈川区								9																						0																																				0

		B				株式会社　五晃電気																																								神奈川区								10																						0																																				0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								11																						0																																				0

		B				強電プラント工事　株式会社																																								神奈川区								12																						0																																				0

		B				株式会社　アイキン電機工業																																								港北区								13																						0																																				0

		A				株式会社　新川電気																																								鶴見区								14																						0																																				0

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								15																						0																																				0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								16																						0																																				0

		B				協栄電機　株式会社																																								都筑区								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

		

		駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

				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		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								8382000

		2		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								8259000

		3		ＪＦＥテクノス　株式会社		鶴見区		A								8404000

		4		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								8425000

		5		清進電設　株式会社		神奈川区		A								8263000

		6		株式会社　古賀電気		南区		B								8322700

		7		株式会社　八代工業		神奈川区		B								8354000

		8		向栄電気工業　株式会社		港北区		A								8350000

		9		京浜電設　株式会社		神奈川区		A								8376000

		10		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								8327400

		11		株式会社　江電社		鶴見区		A								8268000

		12		強電プラント工事　株式会社		神奈川区		B								8272000

		13		株式会社　アイキン電機工業		港北区		B								8245180

		14		株式会社　新川電気		鶴見区		A								8345000

		15		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								8364600

		16		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								8371700

		17		協栄電機　株式会社		都筑区		B								8424000

		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				2100

		工事名 コウジメイ				駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月19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　　

						0

		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		東邦電設　株式会社

				2		藤澤電設工業　株式会社

				3		ＪＦＥテクノス　株式会社

				4		浜川電気　株式会社

				5		清進電設　株式会社

				6		株式会社　古賀電気

				7		株式会社　八代工業

				8		向栄電気工業　株式会社

				9		京浜電設　株式会社

				10		株式会社　五晃電気

				11		株式会社　江電社

				12		強電プラント工事　株式会社

				13		株式会社　アイキン電機工業

				14		株式会社　新川電気

				15		メルビック電工　株式会社

				16		山正電気工事　株式会社

				17		協栄電機　株式会社

				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						2100																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														駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												9,385,000														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		9				月 ガツ		12				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

		

		駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　アイキン電機工業						8,245,180		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社						8,259,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社						8,263,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						8,268,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社						8,272,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気				◎		8,322,700

				株式会社　五晃電気						8,327,400

				株式会社　新川電気						8,345,000

				向栄電気工業　株式会社						8,350,000

				株式会社　八代工業						8,354,000

				メルビック電工　株式会社						8,364,600

				山正電気工事　株式会社						8,371,700

				京浜電設　株式会社						8,376,000

				東邦電設　株式会社						8,382,000

				ＪＦＥテクノス　株式会社						8,404,000

				協栄電機　株式会社						8,424,000

				浜川電気　株式会社						8,425,000

				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		9,385,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,283,400





公示用

		

		駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　入札顛末書

																平成26年6月19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

				株式会社　アイキン電機工業																																				8,245,180		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社																																				8,259,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社																																				8,263,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				8,268,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社																																				8,272,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																		◎		8,322,700

				株式会社　五晃電気																																				8,327,400

				株式会社　新川電気																																				8,345,000

				向栄電気工業　株式会社																																				8,350,000

				株式会社　八代工業																																				8,354,000

				メルビック電工　株式会社																																				8,364,600

				山正電気工事　株式会社																																				8,371,700

				京浜電設　株式会社																																				8,376,000

				東邦電設　株式会社																																				8,382,000

				ＪＦＥテクノス　株式会社																																				8,404,000

				協栄電機　株式会社																																				8,424,000

				浜川電気　株式会社																																				8,425,000

				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		9,385,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,283,400





Sheet2

		

				駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事　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　古賀電気				◎		8,322,700		0

		2				株式会社　五晃電気				0		8,327,400		0

		3				株式会社　新川電気				0		8,345,000		0

		4				向栄電気工業　株式会社				0		8,350,000		0

		5				株式会社　八代工業				0		8,354,000		0

		6				メルビック電工　株式会社				0		8,364,600		0

		7				山正電気工事　株式会社				0		8,371,700		0

		8				京浜電設　株式会社				0		8,376,000		0

		9				東邦電設　株式会社				0		8,382,000		0

		10				ＪＦＥテクノス　株式会社				0		8,404,000		0

		11				協栄電機　株式会社				0		8,424,000		0

		12				浜川電気　株式会社				0		8,425,000		0

		13				株式会社　アイキン電機工業				0		8,245,180		失格

		14				藤澤電設工業　株式会社				0		8,259,000		失格

		15				清進電設　株式会社				0		8,263,000		失格

		16				株式会社　江電社				0		8,268,000		失格

		17				強電プラント工事　株式会社				0		8,272,000		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		9,385,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,283,400





仮決定

																																平成26年6月19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						2100

		件　　　名 ケンメイ						駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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

		＊		41810.0						（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		6		月		23		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				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		23		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　古賀電気														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2100

		件　　　名 ケンメイ						駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		8,988,516														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								665,816												】		【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

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　古賀電気

																												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																				2100

						2				件名 ケンメイ																				駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月19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				―		2100

																						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

										駒岡小学校ほか２校高圧引込ケーブル改修工事

		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																														川和小学校ほか３０校高圧引込ケーブル改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　古賀電気																								代表取締役　　古賀　明 ダイヒョウトリシマリヤクコガアキラ

		相手方 アイテカタ

														8,988,516

		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		6				月 ガツ		23				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		6				月 ガツ		30				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		9				月 ガツ		12				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6月19日														午前11時50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								$665,816

																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　古賀電気

																								$8,322,700

																								$8,988,516

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、港北、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　アイキン電機工業		8,245,180

		藤澤電設工業　株式会社		8,259,000

		清進電設　株式会社		8,263,000

		株式会社　江電社		8,268,000

		強電プラント工事　株式会社		8,272,000

		株式会社　古賀電気		8,322,700

		株式会社　五晃電気		8,327,400

		株式会社　新川電気		8,345,000

		向栄電気工業　株式会社		8,350,000

		株式会社　八代工業		8,354,000

		メルビック電工　株式会社		8,364,600

		山正電気工事　株式会社		8,371,700

		京浜電設　株式会社		8,376,000

		東邦電設　株式会社		8,382,000

		ＪＦＥテクノス　株式会社		8,404,000

		協栄電機　株式会社		8,424,000

		浜川電気　株式会社		8,425,000
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