
◎＝落札者　

第　1　回

41,920,000 失格

45,750,000 失格

48,150,000 失格

49,298,000 失格

◎ 51,500,000
52,690,000
55,540,000

入札予定額（円） 54,350,000
最低制限価格（円） 50,918,400

午 前 9 時 00 分

中 鉢 建 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 11 月 6 日

風 越 建 設 株 式 会 社

落札者

土 志 田 建 設 株 式 会 社

青 葉 公 会 堂 屋 上 改 修 そ の 他 工 事 （ そ の ２ ） 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 信 友 建 設

工 藤 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 加 藤 組

株 式 会 社 三 木 組

業　　　者　　　名



◎＝落札者　

第　1　回

59,630,000 失格

◎ 60,500,000
83,000,000

入札予定額（円） 64,560,000
最低制限価格（円） 60,262,200

新 横 浜 公 園 日 産 ス タ ジ ア ム 外 壁 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

土 志 田 建 設 株 式 会 社

中 鉢 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

平 成 26 年 11 月 6 日

風 越 建 設 株 式 会 社

落札者

午 前 9 時 10 分

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

50,250,000 失格

50,300,000 失格

◎ 50,790,000
50,880,000
52,940,000

辞退

入札予定額（円） 53,540,000
最低制限価格（円） 50,624,200

横浜こども科学館プラネタ リウムシアター改修その他工事 （その２ ） 入札顛末書

株 式 会 社 紅 梅 組

株 式 会 社 松 尾 工 務 店

株 式 会 社 加 藤 組

中 鉢 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

平 成 26 年 11 月 6 日

株 式 会 社 筒 見 工 務 店

落札者

株 式 会 社 三 木 組

午 前 9 時 20 分

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

17,398,000 失格

17,418,000 失格

◎ 17,498,000
17,592,000
17,637,800
17,683,900
17,688,000
17,747,900
17,764,000
17,820,000
18,900,000
19,050,000

入札予定額（円） 19,060,000
最低制限価格（円） 17,473,400

午 前 9 時 30 分

株 式 会 社 佐 藤 薫 工 務 店

株 式 会 社 栄 幸 建 設

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 11 月 6 日

株 式 会 社 白 井 組

落札者

横 浜 日 建 株 式 会 社

横 浜 塗 装 工 業 株 式 会 社

三 武 建 設 株 式 会 社

上 條 建 設 株 式 会 社

新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築 ・電気 ） 入札顛末書

株 式 会 社 ダ イ イ チ

株 式 会 社 浅 川 建 設

隅 田 建 設 株 式 会 社

菅 野 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

日 進 建 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 11,146,741
11,182,000
11,500,000
11,890,000

入札予定額（円） 12,020,000
最低制限価格（円） 10,951,100

午 前 9 時 40 分

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 11 月 6 日

株 式 会 社 な ご み 建 設

落札者

大 久 保 保 育 園 ト イ レ 改 修 そ の 他 工 事 （ 建 築 ・ 機 械 ） 入 札 顛 末 書

富 士 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 本 田 工 務 店

上 條 建 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 6,087,000
6,118,600
6,490,000

入札予定額（円） 6,580,000
最低制限価格（円） 5,964,800

※契約番号2328番「上山小学校門扉改修工事」と合併入札

歴 史 博 物 館 屋 根 改 修 そ の 他 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 竣 光 電 設

有 限 会 社 リ フ ォ ー ム ハ ウ ザ ー

業　　　者　　　名

平 成 26 年 11 月 6 日

三 武 建 設 株 式 会 社

落札者

午 前 9 時 50 分

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

3,920,000 失格

◎ 3,951,600
3,964,600
4,200,000
4,250,000

入札予定額（円） 4,270,000
最低制限価格（円） 3,935,500

金 沢 動 物 園 旧 ヘ ラ ジ カ 舎 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 カ サ イ

有 限 会 社 サ ク シ ー ド

株 式 会 社 本 田 工 務 店

株 式 会 社 栄 幸 建 設

業　　　者　　　名

平 成 26 年 11 月 6 日

株 式 会 社 日 野 興 業

落札者

午 前 10 時 00 分

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 20,248,000
20,299,000
20,374,000
21,000,000

入札予定額（円） 21,610,000
最低制限価格（円） 20,172,100

戸 塚 ポ ン プ 場 自 動 火 災 報 知 設 備 更 新 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 シ ー エ ス ワ ン

紘 永 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 青 葉 防 災

業　　　者　　　名

平 成 26 年 11 月 6 日

株 式 会 社 シ ン デ ン

落札者

午 前 10 時 10 分

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

8,875,100 無効

◎ 8,929,000

入札予定額（円） 9,651,000
最低制限価格（円） 8,779,200

羽 沢 小 学 校 ほ か １ 校 自 動 火 災 報 知 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 栄 広 プ ロ ビ ジ ョ ン

※　契約番号2332番「高田東小学校シャッター集中制御化工事」と合併入札

業　　　者　　　名

平 成 26 年 11 月 6 日

永 和 防 災 株 式 会 社

落札者

午 前 10 時 20 分

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

8,176,000 失格

8,212,000 失格

8,219,700 失格

8,220,330 失格

◎ 8,245,000
8,258,000
8,269,000
8,282,000
8,283,000
8,353,000
8,460,000
8,900,000

入札予定額（円） 8,906,000
最低制限価格（円） 8,239,100

鴨 居 小 学 校 プ ー ル 給 水 管 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 佐 藤 工 業 所

有 限 会 社 佐 藤 設 備 工 業 所

有 限 会 社 海 藤 住 建

根 本 設 備 株 式 会 社

業　　　者　　　名

有 限 会 社 イ ワ ッ ク

平 成 26 年 11 月 6 日

有 限 会 社 大 橋 水 道 設 備

落札者

株 式 会 社 小 松 工 業

株 式 会 社 今 野 設 備

親 亜 有 限 会 社

株 式 会 社 ケ イ セ ツ

午 前 10 時 30 分

株 式 会 社 イ エ ス

有 限 会 社 正 一 設 備

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

◎ 8,708,600
8,715,000
8,723,700
8,731,000
8,733,200
8,736,500
8,739,000
8,770,000
8,785,000
8,929,500

入札予定額（円） 9,431,000
最低制限価格（円） 8,701,200

港 北 区 総 合 庁 舎 厨 房 換 気 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 大 橋 水 道 設 備

有 限 会 社 海 藤 住 建

業　　　者　　　名

有 限 会 社 鈴 木 商 店

平 成 26 年 11 月 6 日

有 限 会 社 佐 藤 設 備 工 業 所

落札者

根 本 設 備 株 式 会 社

南 設 備 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 今 野 設 備

株 式 会 社 イ エ ス

午 前 10 時 40 分

ア オ キ 工 業 株 式 会 社

親 亜 有 限 会 社

入札額（消費税を除く）（円）


	2322
	公示用

	2323
	公示用

	2324
	公示用

	2325
	公示用

	2326
	公示用

	2327
	公示用

	2329
	公示用

	2330
	公示用

	2331
	公示用

	2333
	公示用

	2334
	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		43						号 ゴウ												41,933

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2322

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

		工事件名 コウジケンメイ										青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）

		施工場所 セコウバショ										青葉区市ケ尾町３１番地４

		工事概要 コウジガイヨウ										屋上防水改修工事
　ウレタン塗膜防水　X-1約１５００ｍ2・X-2約700ｍ2
排煙窓用オペレーター装置改修工事　２連５か所×２か所
既存昇降タラップ背かご取付工事　８か所

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		3		月 ガツ		6		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						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										関東コピー（株）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		10		月 ガツ		24		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		10		月 ガツ		27		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2322

		工事件名 コウジケンメイ										青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

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





確認表

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

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2322						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		11		月 ガツ		6		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														641-3122																				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												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				27				年 ネン		3				月 ガツ		6				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		浅野 アサノ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								鶴見公会堂ほか６か所天井改修その他業務

		A				中鉢建設　株式会社																																								旭区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						建築局 ケンチクキョク

		A				工藤建設　株式会社																																								青葉区								2																						0						Ａ																														0

		A				風越建設　株式会社																																								中区								3																						0						0																														0

		A				土志田建設　株式会社																																								緑区								4																						0																																				0

		A				株式会社　信友建設																																								戸塚区								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　加藤組																																								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

		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

		

		青葉公会堂屋上改修その他工事（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		中鉢建設　株式会社		旭区		A								55540000

		2		工藤建設　株式会社		青葉区		A								48150000

		3		風越建設　株式会社		中区		A								41920000

		4		土志田建設　株式会社		緑区		A								52690000

		5		株式会社　信友建設		戸塚区		A								45750000

		6		株式会社　三木組		神奈川区		A								51500000

		7		株式会社　加藤組		西区		A								49298000

		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				2322

		工事名 コウジメイ				青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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　　

						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		中鉢建設　株式会社

				2		工藤建設　株式会社

				3		風越建設　株式会社

				4		土志田建設　株式会社

				5		株式会社　信友建設

				6		株式会社　三木組

				7		株式会社　加藤組

				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						2322																号 ゴウ

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

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

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

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

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														青葉公会堂屋上改修その他工事（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																		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												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				27				年 ネン		3				月 ガツ		6				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

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

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

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

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

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

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

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

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

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

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



&C



顛末書

		

		青葉公会堂屋上改修その他工事（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

				風越建設　株式会社						41,920,000		失格 シッカク

				株式会社　信友建設						45,750,000		失格 シッカク

				工藤建設　株式会社						48,150,000		失格 シッカク

				株式会社　加藤組						49,298,000		失格 シッカク

				株式会社　三木組				◎		51,500,000

				土志田建設　株式会社						52,690,000

				中鉢建設　株式会社						55,540,000

				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		54,350,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		50,918,400





公示用

		

		青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）　入札顛末書

																平成26年11月6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

				風越建設　株式会社																																				41,920,000		失格 シッカク

				株式会社　信友建設																																				45,750,000		失格 シッカク

				工藤建設　株式会社																																				48,150,000		失格 シッカク

				株式会社　加藤組																																				49,298,000		失格 シッカク

				株式会社　三木組																																		◎		51,500,000

				土志田建設　株式会社																																				52,690,000

				中鉢建設　株式会社																																				55,540,000

				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		54,350,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		50,918,400





Sheet2

		

				青葉公会堂屋上改修その他工事（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　三木組				◎		51,500,000		0

		2				土志田建設　株式会社				0		52,690,000		0

		3				中鉢建設　株式会社				0		55,540,000		0

		4				風越建設　株式会社				0		41,920,000		失格

		5				株式会社　信友建設				0		45,750,000		失格

		6				工藤建設　株式会社				0		48,150,000		失格

		7				株式会社　加藤組				0		49,298,000		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		54,350,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		50,918,400





仮決定

																																平成26年11月6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						2322

		件　　　名 ケンメイ						青葉公会堂屋上改修その他工事（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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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				浅野

																										℡		641-3122





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		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　三木組														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2322

		件　　　名 ケンメイ						青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		55,620,000														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								4,120,000												】		【収入印紙代  ￥								30,000						】

		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				浅野

																										℡		641-3122

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　三木組

																												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																				2322

						2				件名 ケンメイ																				青葉公会堂屋上改修その他工事（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11月6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				―		2322

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

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										青葉公会堂屋上改修その他工事（その２）

		工 事名 コウコトメイ

										建築局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														鶴見公会堂ほか６か所天井改修その他業務

		契約の ケイヤク										株式会社　三木組																								代表取締役　　三木　　康郎 ダイヒョウトリシマリヤクミキヤスロウ

		相手方 アイテカタ

														55,620,000

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		6				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11月6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								$4,120,000

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\30,000

		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　三木組

																								$51,500,000

																								$55,620,000

		(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

		風越建設　株式会社		41,920,000

		株式会社　信友建設		45,750,000

		工藤建設　株式会社		48,150,000

		株式会社　加藤組		49,298,000

		株式会社　三木組		51,500,000

		土志田建設　株式会社		52,690,000

		中鉢建設　株式会社		55,540,000
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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		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2334

		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										港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										港北区大豆戸町２６番地１

		工事概要 コウジガイヨウ										厨房系統換気設備改修工事
　ダクト・フード更新工事
　送風機・排風機更新工事
上記に伴う建築・電気工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		2		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$9,431,000												（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						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						鶴見区内、神奈川区内、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						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

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

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										東洋製図工業（株）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				10		時 ジ		40		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

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

		建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

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2334

		工事件名 コウジケンメイ										港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

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





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												港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2334						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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				10		時 ジ		40		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														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												9,431,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										10								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				管						細目 サイモク				冷暖房設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、神奈川、南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉																				担当　 タントウ		高木 タカギ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								中央図書館ほか６か所温水器更新その他業務

		B				有限会社　海藤住建																																								緑区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						建築局 ケンチクキョク

		B				有限会社　佐藤設備工業所																																								神奈川区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、神奈川、南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		B				株式会社　イエス カ																																								旭区								3																						神奈川						Ｂ																														神奈川、南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		A				有限会社　大橋水道設備																																								保土ケ谷区								4																						南																																				南、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		B				根本設備　株式会社																																								保土ケ谷区								5																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		B				株式会社　今野設備																																								港北区								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、表彰者、

		B				アオキ工業　株式会社																																								表彰者								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、表彰者、

		B				親亜　有限会社																																								旭区								8																						緑																																				緑、都筑、青葉、表彰者、

		A				南設備工業　株式会社																																								南区								9																						都筑																																				都筑、青葉、表彰者、

		B				有限会社　鈴木商店																																								青葉								10																						青葉																																				青葉、表彰者、

		0																																												0								11																						表彰者																																				表彰者、

		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



&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

		

		港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

				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		有限会社　海藤住建		緑区		B								8723700

		2		有限会社　佐藤設備工業所		神奈川区		B								8708600

		3		株式会社　イエス		旭区		B								8785000

		4		有限会社　大橋水道設備		保土ケ谷区		A								8715000

		5		根本設備　株式会社		保土ケ谷区		B								8731000

		6		株式会社　今野設備		港北区		B								8770000

		7		アオキ工業　株式会社		表彰者		B								8733200

		8		親亜　有限会社		旭区		B								8739000

		9		南設備工業　株式会社		南区		A								8736500

		10		有限会社　鈴木商店		青葉		B								8929500

		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





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				2334

		工事名 コウジメイ				港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6日		午前10時40分

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

						業者数？？？

		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		有限会社　海藤住建

				2		有限会社　佐藤設備工業所

				3		株式会社　イエス

				4		有限会社　大橋水道設備

				5		根本設備　株式会社

				6		株式会社　今野設備

				7		アオキ工業　株式会社

				8		親亜　有限会社

				9		南設備工業　株式会社

				10		有限会社　鈴木商店

				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





指名通知書

																																																第 ダイ						2334																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														港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事																																										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												9,431,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

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

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

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

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

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

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

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

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

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

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



&C



顛末書

		

		港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

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

										第　1　回 ダイカイ

				有限会社　佐藤設備工業所				◎		8,708,600

				有限会社　大橋水道設備						8,715,000

				有限会社　海藤住建						8,723,700

				根本設備　株式会社						8,731,000

				アオキ工業　株式会社						8,733,200

				南設備工業　株式会社						8,736,500

				親亜　有限会社						8,739,000

				株式会社　今野設備						8,770,000

				株式会社　イエス						8,785,000

				有限会社　鈴木商店						8,929,500

				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		9,431,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,701,200





公示用

		

		港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事　入札顛末書

																平成26年11月6日																								午前10時40分

																																										◎＝落札者　

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

																																								第　1　回 ダイカイ

				有限会社　佐藤設備工業所																																		◎		8,708,600

				有限会社　大橋水道設備																																				8,715,000

				有限会社　海藤住建																																				8,723,700

				根本設備　株式会社																																				8,731,000

				アオキ工業　株式会社																																				8,733,200

				南設備工業　株式会社																																				8,736,500

				親亜　有限会社																																				8,739,000

				株式会社　今野設備																																				8,770,000

				株式会社　イエス																																				8,785,000

				有限会社　鈴木商店																																				8,929,500

				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		9,431,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,701,200





Sheet2

		

				港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

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

												第　1　回 ダイカイ

		1				有限会社　佐藤設備工業所				◎		8,708,600		0

		2				有限会社　大橋水道設備				0		8,715,000		0

		3				有限会社　海藤住建				0		8,723,700		0

		4				根本設備　株式会社				0		8,731,000		0

		5				アオキ工業　株式会社				0		8,733,200		0

		6				南設備工業　株式会社				0		8,736,500		0

		7				親亜　有限会社				0		8,739,000		0

		8				株式会社　今野設備				0		8,770,000		0

		9				株式会社　イエス				0		8,785,000		0

		10				有限会社　鈴木商店				0		8,929,500		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

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		9,431,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,701,200





仮決定

																																平成26年11月6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						2334

		件　　　名 ケンメイ						港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

		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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		日		（月）		に送付いたします。

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

																										工事担当 コウジタントウ				高木

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		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						2334

		件　　　名 ケンメイ						港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		9,405,288														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								696,688												】		【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				高木

																										℡		663-8032

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





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																				2334

						2				件名 ケンメイ																				港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年11月6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				―		2334

																						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

										港北区総合庁舎厨房換気設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										建築局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														中央図書館ほか６か所温水器更新その他業務

		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　　光治 ダイヒョウトリシマリヤクサトウヒカリジ

		相手方 アイテカタ

														9,405,288

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年11月6日														午前10時40分										業者数 ギョウシャスウ										10						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$696,688

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

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

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																有限会社　佐藤設備工業所

																								$8,708,600

																								$9,405,288

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

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、南、保土ケ谷、旭、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

		有限会社　佐藤設備工業所		8,708,600

		有限会社　大橋水道設備		8,715,000

		有限会社　海藤住建		8,723,700

		0		0

		0		0

		根本設備　株式会社		8,731,000

		アオキ工業　株式会社		8,733,200

		南設備工業　株式会社		8,736,500

		親亜　有限会社		8,739,000

		株式会社　今野設備		8,770,000

		株式会社　イエス		8,785,000

		有限会社　鈴木商店		8,929,500

		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		43						号 ゴウ												41,933

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2323

		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										新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										港北区小机町３３００番地

		工事概要 コウジガイヨウ										４階リング通路内周側手すり壁改修工事　２,３００ｍ2
東ゲート廻り階段
　外壁改修工事（スロープ部含む）　１,７８０ｍ2

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		3		月 ガツ		10		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						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										東洋製図工業（株）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		10		月 ガツ		24		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		10		月 ガツ		27		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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																		営繕第二						課 カ		企画調整						係 カカリ		電話 デンワ		306-7276

		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

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2323

		工事件名 コウジケンメイ										新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

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





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												新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2323						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		11		月 ガツ		6		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														営繕第二														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														306-7276																				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				27				年 ネン		3				月 ガツ		10				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										3								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				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		島田 シマダ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								新横浜公園日産スタジアム躯体修繕その他業務

		A				中鉢建設　株式会社																																								旭区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						環境創造局 カンキョウソウゾウキョク

		A				風越建設　株式会社																																								中区								2																						0						Ａ																														0

		A				土志田建設　株式会社																																								緑区								3																						0						0																														0

																																																						4																						0																																				0

																																																						5																						0																																				0

		0																																												0								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								8																						0																																				0

		0																																												0								9																						0																																				0

		0																																												0								10																						0																																				0

		0																																												0								11																						0																																				0

		0																																												0								12																						0																																				0

		0																																												0								13																						0																																				0

		0																																												0								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

				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		0		0		0								0

		2		0		0		0								0

		3		中鉢建設　株式会社		旭区		A								83000000

		4		風越建設　株式会社		中区		A								59630000

		5		土志田建設　株式会社		緑区		A								60500000

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2323

		工事名 コウジメイ				新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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		中鉢建設　株式会社

				2		風越建設　株式会社

				3		土志田建設　株式会社

				4

				5

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2323																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														新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		営繕第二												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

																				306-7276																																				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				27				年 ネン		3				月 ガツ		10				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

		

		新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事　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

				風越建設　株式会社						59,630,000		失格 シッカク

				土志田建設　株式会社				◎		60,500,000

				中鉢建設　株式会社						83,000,000

				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

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		64,560,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		60,262,200





公示用

		

		新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事　入札顛末書

																平成26年11月6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

				風越建設　株式会社																																				59,630,000		失格 シッカク

				土志田建設　株式会社																																		◎		60,500,000

				中鉢建設　株式会社																																				83,000,000

				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

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		64,560,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		60,262,200





Sheet2

		

				新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事　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				土志田建設　株式会社				◎		60,500,000		0

		2				中鉢建設　株式会社				0		83,000,000		0

		3				風越建設　株式会社				0		59,630,000		失格

		4				0				0		0		0

		5				0				0		0		0

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		0

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		64,560,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		60,262,200





仮決定

																																平成26年11月6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						2323

		件　　　名 ケンメイ						新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

		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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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				島田

																										℡		306-7276





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		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

		土志田建設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2323

		件　　　名 ケンメイ						新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		65,340,000														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								4,840,000												】		【収入印紙代  ￥								30,000						】

		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				島田

																										℡		306-7276

																						※　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

		土志田建設　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																				2323

						2				件名 ケンメイ																				新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年11月6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				―		2323

																						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

										新横浜公園日産スタジアム外壁改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										環境創造局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														新横浜公園日産スタジアム躯体修繕その他業務

		契約の ケイヤク										土志田建設　株式会社																								代表取締役　　土志田　　領司 ダイヒョウトリシマリヤクトシダリョウツカサ

		相手方 アイテカタ

														65,340,000

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		10				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11月6日														午前9時10分										業者数 ギョウシャスウ										3						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$4,840,000

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\30,000

		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																土志田建設　株式会社

																								$60,500,000

																								$65,340,000

		(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

		風越建設　株式会社		59,630,000

		土志田建設　株式会社		60,500,000

		中鉢建設　株式会社		83,000,000
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調達公告

		＜簡易型条件付一般競争入札＞ カンイガタジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2330

		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										戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

		施工場所 セコウバショ										戸塚区戸塚町１２７番地

		工事概要 コウジガイヨウ										自動火災報知設備更新工事
　煙感知器更新工事（高所足場作業）
　　イオン式→光電式　

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		2		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$21,610,000												（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						消防施設

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						―

				3		登録細目 トウロクサイモク						火災報知設備工事

				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						消防施設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		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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		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

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2330

		工事件名 コウジケンメイ										戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

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





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												戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2330						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		11		月 ガツ		6		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														663-8031																				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												21,610,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										4								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				消防施設						細目 サイモク				火災報知設備工事						ランク				―				区 ク		市内全区																				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		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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

		0				株式会社　青葉防災																																								青葉区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：

		0				株式会社　シンデン																																								西区								2																						0						―																														0

		0				紘永工業　株式会社																																								戸塚区								3																						0						0																														0

		0				株式会社　シーエスワン																																								中区								4																						0																																				0

		0																																												0								5																						0																																				0

		0																																												0								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								8																						0																																				0

		0																																												0								9																						0																																				0

		0																																												0								10																						0																																				0

		0																																												0								11																						0																																				0

		0																																												0								12																						0																																				0

		0																																												0								13																						0																																				0

		0																																												0								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

				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　青葉防災		青葉区		0								21000000

		2		株式会社　シンデン		西区		0								20248000

		3		紘永工業　株式会社		戸塚区		0								20374000

		4		株式会社　シーエスワン		中区		0								20299000

		5		0		0		0								0

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2330

		工事名 コウジメイ				戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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　青葉防災

				2		株式会社　シンデン

				3		紘永工業　株式会社

				4		株式会社　シーエスワン

				5		0

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2330																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														戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事																																										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

																				663-8031																																				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												21,610,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

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

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

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

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

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

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

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

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

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

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

		

		戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事　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

				株式会社　シンデン				◎		20,248,000

				株式会社　シーエスワン						20,299,000

				紘永工業　株式会社						20,374,000

				株式会社　青葉防災						21,000,000

				0
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				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		21,610,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,172,100





公示用

		

		戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事　入札顛末書

																平成26年11月6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　シンデン																																		◎		20,248,000

				株式会社　シーエスワン																																				20,299,000

				紘永工業　株式会社																																				20,374,000

				株式会社　青葉防災																																				21,000,000

				0
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				0

				0
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				0

				0

				0
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				0

				0
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				0

				0
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				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		21,610,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,172,100





Sheet2

		

				戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事　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				株式会社　シンデン				◎		20,248,000		0

		2				株式会社　シーエスワン				0		20,299,000		0

		3				紘永工業　株式会社				0		20,374,000		0

		4				株式会社　青葉防災				0		21,000,000		0

		5				0				0		0		0

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		0

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		21,610,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,172,100





仮決定

																																平成26年11月6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						2330

		件　　　名 ケンメイ						戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

		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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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		11		月		10		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						2330

		件　　　名 ケンメイ						戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		21,867,840														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,619,840												】		【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				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　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																				2330

						2				件名 ケンメイ																				戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年11月6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				―		2330

																						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

										戸塚ポンプ場自動火災報知設備更新工事

		工 事名 コウコトメイ

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

		主管局 シュカンキョク																														樽町ポンプ場第一施設・第二施設トイレ等改修工事業務ほか９件

		契約の ケイヤク										株式会社　シンデン																								代表取締役　　村松　　國義 ダイヒョウトリシマリヤクムラマツクニヨシ

		相手方 アイテカタ

														21,867,840

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年11月6日														午前10時10分										業者数 ギョウシャスウ										4						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,619,840

																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

																								$20,248,000

																								$21,867,840

		(備考）				入札条件								＜工種＞						消防施設						＜細目＞						火災報知設備工事												＜格付＞						―

														＜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

		株式会社　シンデン		20,248,000

		株式会社　シーエスワン		20,299,000

		紘永工業　株式会社		20,374,000

		株式会社　青葉防災		21,000,000
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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		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2333

		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										鴨居小学校プール給水管改修工事

		施工場所 セコウバショ										緑区鴨居四丁目７番１５号

		工事概要 コウジガイヨウ										プール系統給水管改修工事
　配水本管引込替工事　(CIP100A→DIP100A)

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		2		月 ガツ		20		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$8,906,000												（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						鶴見区内、神奈川区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、都筑区内、青葉区内、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						管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

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

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		（有）サン・アート

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				10		時 ジ		30		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

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

		建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

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2333

		工事件名 コウジケンメイ										鴨居小学校プール給水管改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

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





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												鴨居小学校プール給水管改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2333						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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				10		時 ジ		30		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														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												8,906,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		20				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				管						細目 サイモク				給排水衛生設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		金子 カネコ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								嶮山小学校ほか５８校プール改修その他工事業務

		B				有限会社　正一設備																																								港北区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		B				有限会社　佐藤設備工業所																																								神奈川区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　イエス																																								旭区								3																						神奈川						Ｂ																														神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				有限会社　海藤住建																																								緑区								4																						保土ケ谷																																				保土ケ谷、旭、港北、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　小松工業																																								瀬谷区								5																						旭																																				旭、港北、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		A				有限会社　大橋水道設備																																								保土ケ谷区								6																						港北								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												港北、緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				根本設備　株式会社																																								保土ケ谷区								7																						緑								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												緑、都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　今野設備																																								港北区								8																						都筑																																				都筑、青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		A				有限会社　佐藤工業所																																								港北区								9																						青葉																																				青葉、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ケイセツ																																								瀬谷区								10																						泉																																				泉、瀬谷、表彰者、

		B				親亜　有限会社																																								神奈川								11																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		B				有限会社　イワック																																								保土ケ谷								12																						表彰者																																				表彰者、

		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

		

		鴨居小学校プール給水管改修工事

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

		1		有限会社　正一設備		港北区		B								8283000

		2		有限会社　佐藤設備工業所		神奈川区		B								8219700

		3		株式会社　イエス		旭区		B								8269000

		4		有限会社　海藤住建		緑区		B								8220330

		5		株式会社　小松工業		瀬谷区		A								8258000

		6		有限会社　大橋水道設備		保土ケ谷区		A								8176000

		7		根本設備　株式会社		保土ケ谷区		B								8245000

		8		株式会社　今野設備		港北区		B								8282000

		9		有限会社　佐藤工業所		港北区		A								8212000

		10		株式会社　ケイセツ		瀬谷区		B								8460000

		11		親亜　有限会社		神奈川		B								8353000

		12		0		保土ケ谷		B								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				2333

		工事名 コウジメイ				鴨居小学校プール給水管改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6日		午前10時30分

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

						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		有限会社　正一設備

				2		有限会社　佐藤設備工業所

				3		株式会社　イエス

				4		有限会社　海藤住建

				5		株式会社　小松工業

				6		有限会社　大橋水道設備

				7		根本設備　株式会社

				8		株式会社　今野設備

				9		有限会社　佐藤工業所

				10		株式会社　ケイセツ

				11		親亜　有限会社

				12		有限会社　イワック

				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						2333																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														鴨居小学校プール給水管改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

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

																				663-8032																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												8,906,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		20				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

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

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

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

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

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

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

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

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

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

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



&C



顛末書

		

		鴨居小学校プール給水管改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

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

										第　1　回 ダイカイ

				有限会社　大橋水道設備						8,176,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤工業所						8,212,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤設備工業所						8,219,700		失格 シッカク

				有限会社　海藤住建						8,220,330		失格 シッカク

				根本設備　株式会社				◎		8,245,000

				株式会社　小松工業						8,258,000

				株式会社　イエス						8,269,000

				株式会社　今野設備						8,282,000

				有限会社　正一設備						8,283,000

				親亜　有限会社						8,353,000

				株式会社　ケイセツ						8,460,000

				有限会社　イワック						8,900,000

				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		8,906,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,239,100





公示用

		

		鴨居小学校プール給水管改修工事　入札顛末書

																平成26年11月6日																								午前10時30分

																																										◎＝落札者　

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

																																								第　1　回 ダイカイ

				有限会社　大橋水道設備																																				8,176,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤工業所																																				8,212,000		失格 シッカク

				有限会社　佐藤設備工業所																																				8,219,700		失格 シッカク

				有限会社　海藤住建																																				8,220,330		失格 シッカク

				根本設備　株式会社																																		◎		8,245,000

				株式会社　小松工業																																				8,258,000

				株式会社　イエス																																				8,269,000

				株式会社　今野設備																																				8,282,000

				有限会社　正一設備																																				8,283,000

				親亜　有限会社																																				8,353,000

				株式会社　ケイセツ																																				8,460,000

				有限会社　イワック																																				8,900,000

				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		8,906,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,239,100





Sheet2

		

				鴨居小学校プール給水管改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

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

												第　1　回 ダイカイ

		1				根本設備　株式会社				◎		8,245,000		0

		2				株式会社　小松工業				0		8,258,000		0

		3				株式会社　イエス				0		8,269,000		0

		4				株式会社　今野設備				0		8,282,000		0

		5				有限会社　正一設備				0		8,283,000		0

		6				親亜　有限会社				0		8,353,000		0

		7				株式会社　ケイセツ				0		8,460,000		0

		8				有限会社　イワック				0		8,900,000		0

		9				有限会社　大橋水道設備				0		8,176,000		失格

		10				有限会社　佐藤工業所				0		8,212,000		失格

		11				有限会社　佐藤設備工業所				0		8,219,700		失格

		12				有限会社　海藤住建				0		8,220,330		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		8,906,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,239,100





仮決定

																																平成26年11月6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						2333

		件　　　名 ケンメイ						鴨居小学校プール給水管改修工事

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

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

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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		日		（月）		に送付いたします。

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

																										工事担当 コウジタントウ				金子

																										℡		663-8032





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		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

		根本設備　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2333

		件　　　名 ケンメイ						鴨居小学校プール給水管改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		8,904,600														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								659,600												】		【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				金子

																										℡		663-8032

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





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

		根本設備　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																				2333

						2				件名 ケンメイ																				鴨居小学校プール給水管改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年11月6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				―		2333

																						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

										鴨居小学校プール給水管改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														嶮山小学校ほか５８校プール改修その他工事業務

		契約の ケイヤク										根本設備　株式会社																								代表取締役　　根本　　義彰 ダイヒョウトリシマリヤクネモトヨシアキラ

		相手方 アイテカタ

														8,904,600

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

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		20				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年11月6日														午前10時30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								$659,600

																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																根本設備　株式会社

																								$8,245,000

																								$8,904,600

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

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、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

		有限会社　大橋水道設備		8,176,000

		有限会社　佐藤工業所		8,212,000

		有限会社　佐藤設備工業所		8,219,700

		有限会社　海藤住建		8,220,330

		根本設備　株式会社		8,245,000

		株式会社　小松工業		8,258,000

		株式会社　イエス		8,269,000

		株式会社　今野設備		8,282,000

		有限会社　正一設備		8,283,000

		親亜　有限会社		8,353,000

		株式会社　ケイセツ		8,460,000

		有限会社　イワック		8,900,000
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		0		入札予定額（円）
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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

		【合併入札】 ガッペイニュウサツ																						第 ダイ		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2331

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

		工事件名 コウジケンメイ										羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										神奈川区羽沢町９３５番地ほか

		工事概要 コウジガイヨウ										自動火災報知設備改修工事
　羽沢小学校 
　　受信機（50回線）・感知器・発信器等交換工事
　高田東小学校
　　受信機（60回線）・感知器・発信器等交換工事

		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														27		年 ネン		2		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$9,651,000												（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						【消防施設】又は【電気】

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						【消防施設：-】又は【電気：Ａ・Ｂ】

				3		登録細目 トウロクサイモク						【消防施設：火災報知設備工事】又は【電気：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						消防施設工事業又は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										※次頁のとおり

		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		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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										※次頁のとおり
本工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。（この頁は１頁目です。）

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		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

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2331

		工事件名 コウジケンメイ										羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ

												【提出書類】

												　１、入札者

												　　(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書

												　２、落札者

												　　(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）

												　　　　　(1)の届出書には、契約番号2332番と合併入札を行う為、契約番号

												　　　　及び工事件名は併記すること。

												　【注意事項】

												　１、　本件工事は契約番号2331番及び2332番の工事と合併入札を行う。

												　　　予定価格については、契約番号2331番及び2332番の合計金額を2331番

												　　　（本件工事）に記載する。

												　２、　当該合併入札に係る全ての工事の設計図書を購入し、設計図書領収書 トウガイガッペイニュウサツカカスベコウジセッケイトショコウニュウセッケイトショリョウシュウショ

												　　　を併せて提出すること。 アワテイシュツ

												　３、　本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、 ホンケンコウジガッペイニュウサツオコナニュウサツ

												　　　契約番号2331番（本件工事）の工事に対して行い入札金額はすべての工事

												　　　（契約番号2331番及び2332番）の合計金額を記載すること。

												　４、　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、 ニュウサツニュウサツショオヨコウジウチワケショジサンコウジウチワケショ

												　　当該工事に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 トウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジウチワケショゴウケイキンガク

												　　入札金額は一致させること。 ニュウサツキンガクイッチ

												　５、　入札書及び封筒記載件名は、契約番号2331番（本件工事）の工事件名を

												　　記載すること。 キサイ

												　本件工事公告は２頁ありますので、ご注意ください。（この頁は２頁目です。） ホンケンコウジコウコクページチュウイページページメ

												　この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 ページキサイジコウページメカクニン





確認表

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

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2331						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		11		月 ガツ		6		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														663-8031																				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												9,651,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										2								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				【消防施設】又は【電気】						細目 サイモク				【消防施設：火災報知設備工事】又は【電気：電気設備工事】						ランク				【消防施設：-】又は【電気：Ａ・Ｂ】				区 ク		鶴見、神奈川、港北																				担当　 タントウ		小司 コツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								中沢小学校ほか５３校自火報設備改修その他業務

		0				永和防災　株式会社																																								金沢区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウイクイインカイ

		0				株式会社　栄広プロビジョン																																								神奈川区								2																						鶴見						【																														鶴見、神奈川、港北、表彰者、

		0																																												0								3																						神奈川						防																														神奈川、港北、表彰者、

		0																																												0								4																						港北																																				港北、表彰者、

		0																																												0								5																						表彰者																																				表彰者、

		0																																												0								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								8																						0																																				0

		0																																												0								9																						0																																				0

		0																																												0								10																						0																																				0

		0																																												0								11																						0																																				0

		0																																												0								12																						0																																				0

		0																																												0								13																						0																																				0

		0																																												0								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

				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		永和防災　株式会社		金沢区		0								8875100

		2		株式会社　栄広プロビジョン		神奈川区		0								8929000

		3		0		0		0								0

		4		0		0		0								0

		5		0		0		0								0

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2331

		工事名 コウジメイ				羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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		永和防災　株式会社

				2		株式会社　栄広プロビジョン

				3		0

				4		0

				5		0

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2331																号 ゴウ

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

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

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

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

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事																																										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

																				663-8031																																				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												9,651,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

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

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

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

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

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

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

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

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

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

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



&C



顛末書

		

		羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事　入札顛末書

		※　契約番号2332番「高田東小学校シャッター集中制御化工事」と合併入札 ケイヤクバンゴウバンタカタヒガシショウガッコウシュウチュウセイギョカコウジガッペイニュウサツ

												◎＝落札者　

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

										第　1　回 ダイカイ

				永和防災　株式会社						8,875,100		無効 ムコウ

				株式会社　栄広プロビジョン				◎		8,929,000

				0
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				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		9,651,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,779,200





公示用

		

		羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事　入札顛末書

		※　契約番号2332番「高田東小学校シャッター集中制御化工事」と合併入札

																平成26年11月6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

				永和防災　株式会社																																				8,875,100		無効 ムコウ

				株式会社　栄広プロビジョン																																		◎		8,929,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		9,651,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,779,200





Sheet2

		

				羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事　入札顛末書

				※　契約番号2332番「高田東小学校シャッター集中制御化工事」と合併入札

														◎＝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　栄広プロビジョン				◎		8,929,000		0

		2				永和防災　株式会社				0		8,875,100		無効

		3				0				0		0		0

		4				0				0		0		0

		5				0				0		0		0

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		0

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		9,651,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		8,779,200





仮決定

																																平成26年11月6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						2331

		件　　　名 ケンメイ						羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

		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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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		11		月		10		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　栄広プロビジョン														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2331

		件　　　名 ケンメイ						羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		8,263,404														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								612,104												】		【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								490						号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		6		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

				永和防災　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								浜野　四郎 ハマノシロウ

		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																				2331

						2				件名 ケンメイ																				羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41940.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				41949.0																								0.4305555555555556

						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

														所在区指定の区域に、主たる営業所の所在地が該当しないため ショザイクシテイクイキシュエイギョウショショザイチガイトウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2331

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

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										羽沢小学校ほか１校自動火災報知設備改修工事

		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																														中沢小学校ほか５３校自火報設備改修その他業務

		契約の ケイヤク										株式会社　栄広プロビジョン																								代表取締役　　西津　　英二 ダイヒョウトリシマリヤクニシツエイジ

		相手方 アイテカタ

														8,263,404

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年11月6日														午前10時20分										業者数 ギョウシャスウ										2						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$612,104

																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　栄広プロビジョン

																								$7,651,300

																								$8,263,404

		(備考）				入札条件								＜工種＞						【消防施設】又は【電気】						＜細目＞						【消防施設：火災報知設備工事】又は【電気：電気設備工事】												＜格付＞						【消防施設：-】又は【電気：Ａ・Ｂ】

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、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

		永和防災　株式会社		8,875,100

		株式会社　栄広プロビジョン		8,929,000
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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		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2325

		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										新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・電気）

		施工場所 セコウバショ										港北区小机町３３００番地

		工事概要 コウジガイヨウ										スタンド床改修工事
　２層目スタンド上段
　　段床版取り合い　シーリング打替工事　約４,２００ｍ
　南側７階コンコース及び隧道
　　サイン等塗装更新工事
上記に伴う照明器具等一部交換工事

		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														27		年 ネン		3		月 ガツ		10		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$19,060,000												（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。 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

				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		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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																		営繕第二						課 カ		企画調整						係 カカリ		電話 デンワ		306-7276

		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												新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・電気）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2325						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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				9		時 ジ		30		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														営繕第二														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														306-7276																				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												19,060,000																				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				27				年 ネン		3				月 ガツ		10				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				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ				区 ク		市内全区																				担当　 タントウ		島田 シマダ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								新横浜公園日産スタジアム躯体修繕その他業務

		B				株式会社　佐藤薫工務店																																								港南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						環境創造局 カンキョウソウゾウキョク

		B				株式会社　栄幸建設																																								中区								2																						0						Ｂ																														0

		B				日進建設　株式会社																																								戸塚区								3																						0						0																														0

		B				横浜日建　株式会社																																								金沢区								4																						0																																				0

		B				株式会社　浅川建設																																								瀬谷区								5																						0																																				0

		B				三武建設　株式会社																																								都筑区								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				株式会社　ダイイチ																																								保土ケ谷区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				株式会社　白井組																																								中区								8																						0																																				0

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

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

		B				隅田建設　株式会社																																								戸塚区								11																						0																																				0

		B				上條建設　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

		

		新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・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　佐藤薫工務店		港南区		B								17688000

		2		株式会社　栄幸建設		中区		B								17764000

		3		日進建設　株式会社		戸塚区		B								19050000

		4		横浜日建　株式会社		金沢区		B								17683900

		5		株式会社　浅川建設		瀬谷区		B								17498000

		6		三武建設　株式会社		都筑区		B								17820000

		7		株式会社　ダイイチ		保土ケ谷区		B								17418000

		8		株式会社　白井組		中区		B								17398000

		9		菅野建設　株式会社		保土ケ谷区		B								17637800

		10		横浜塗装工業　株式会社		鶴見区		B								17747900

		11		隅田建設　株式会社		戸塚区		B								17592000

		12		上條建設　株式会社		戸塚区		B								18900000

		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				2325

		工事名 コウジメイ				新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・電気）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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		株式会社　佐藤薫工務店

				2		株式会社　栄幸建設

				3		日進建設　株式会社

				4		横浜日建　株式会社

				5		株式会社　浅川建設

				6		三武建設　株式会社

				7		株式会社　ダイイチ

				8		株式会社　白井組

				9		菅野建設　株式会社

				10		横浜塗装工業　株式会社

				11		隅田建設　株式会社

				12		上條建設　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						2325																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														新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・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																		営繕第二												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

																				306-7276																																				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												19,060,000														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				27				年 ネン		3				月 ガツ		10				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

		

		新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・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　白井組						17,398,000		失格 シッカク

				株式会社　ダイイチ						17,418,000		失格 シッカク

				株式会社　浅川建設				◎		17,498,000

				隅田建設　株式会社						17,592,000

				菅野建設　株式会社						17,637,800

				横浜日建　株式会社						17,683,900

				株式会社　佐藤薫工務店						17,688,000

				横浜塗装工業　株式会社						17,747,900

				株式会社　栄幸建設						17,764,000

				三武建設　株式会社						17,820,000

				上條建設　株式会社						18,900,000

				日進建設　株式会社						19,050,000

				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		19,060,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,473,400





公示用

		

		新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・電気）　入札顛末書

																平成26年11月6日																								午前9時30分

																																										◎＝落札者　

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

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　白井組																																				17,398,000		失格 シッカク

				株式会社　ダイイチ																																				17,418,000		失格 シッカク

				株式会社　浅川建設																																		◎		17,498,000

				隅田建設　株式会社																																				17,592,000

				菅野建設　株式会社																																				17,637,800

				横浜日建　株式会社																																				17,683,900

				株式会社　佐藤薫工務店																																				17,688,000

				横浜塗装工業　株式会社																																				17,747,900

				株式会社　栄幸建設																																				17,764,000

				三武建設　株式会社																																				17,820,000

				上條建設　株式会社																																				18,900,000

				日進建設　株式会社																																				19,050,000

				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		19,060,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,473,400





Sheet2

		

				新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・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　浅川建設				◎		17,498,000		0

		2				隅田建設　株式会社				0		17,592,000		0

		3				菅野建設　株式会社				0		17,637,800		0

		4				横浜日建　株式会社				0		17,683,900		0

		5				株式会社　佐藤薫工務店				0		17,688,000		0

		6				横浜塗装工業　株式会社				0		17,747,900		0

		7				株式会社　栄幸建設				0		17,764,000		0

		8				三武建設　株式会社				0		17,820,000		0

		9				上條建設　株式会社				0		18,900,000		0

		10				日進建設　株式会社				0		19,050,000		0

		11				株式会社　白井組				0		17,398,000		失格

		12				株式会社　ダイイチ				0		17,418,000		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		19,060,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,473,400





仮決定

																																平成26年11月6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						2325

		件　　　名 ケンメイ						新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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				島田

																										℡		306-7276





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		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　浅川建設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2325

		件　　　名 ケンメイ						新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・電気）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		18,897,840														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,399,840												】		【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				島田

																										℡		306-7276

																						※　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　浅川建設

																												様 サマ

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

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

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

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2325

						2				件名 ケンメイ																				新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・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11月6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				―		2325

																						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

										新横浜公園日産スタジアムスタンド床改修その他工事（建築・電気）

		工 事名 コウコトメイ

										環境創造局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														新横浜公園日産スタジアム躯体修繕その他業務

		契約の ケイヤク										株式会社　浅川建設																								代表取締役　　浅川　　健二 ダイヒョウトリシマリヤクアサカワケンジ

		相手方 アイテカタ

														18,897,840

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		10				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11月6日														午前9時30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								$1,399,840

																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　浅川建設

																								$17,498,000

																								$18,897,840

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

														＜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

		株式会社　白井組		17,398,000

		株式会社　ダイイチ		17,418,000

		株式会社　浅川建設		17,498,000

		隅田建設　株式会社		17,592,000

		菅野建設　株式会社		17,637,800

		横浜日建　株式会社		17,683,900

		株式会社　佐藤薫工務店		17,688,000

		横浜塗装工業　株式会社		17,747,900

		株式会社　栄幸建設		17,764,000

		三武建設　株式会社		17,820,000

		上條建設　株式会社		18,900,000

		日進建設　株式会社		19,050,000
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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		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2324

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

		工事件名 コウジケンメイ										横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（その２）

		施工場所 セコウバショ										磯子区洋光台五丁目２番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										プラネタリウムシアター
　床改修工事
　座席更新工事
　手すり改修工事
　その他工事

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

		予定価格 ヨテイカカク										$53,540,000												（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						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						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										文庫写真館														・		オリエント（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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												横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（その２）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2324						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		11		月 ガツ		6		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														641-3125																				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												53,540,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										6								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				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		髙木 タカギ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事業務

		A				株式会社　筒見工務店																																								鶴見区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						こども青少年局 セイショウネンキョク

		A				中鉢建設　株式会社																																								旭区								2																						0						Ａ																														0

		A				株式会社　松尾工務店																																								鶴見区								3																						0						0																														0

		A				株式会社　三木組																																								神奈川区								4																						0																																				0

		A				株式会社　加藤組																																								西区								5																						0																																				0

		A				株式会社　紅梅組																																								西区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		0																																												0								8																						0																																				0

		0																																												0								9																						0																																				0

		0																																												0								10																						0																																				0

		0																																												0								11																						0																																				0

		0																																												0								12																						0																																				0

		0																																												0								13																						0																																				0

		0																																												0								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（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　筒見工務店		鶴見区		A								50250000

		2		中鉢建設　株式会社		旭区		A								52940000

		3		株式会社　松尾工務店		鶴見区		A								50790000

		4		株式会社　三木組		神奈川区		A								0

		5		株式会社　加藤組		西区		A								50880000

		6		株式会社　紅梅組		西区		A								50300000

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2324

		工事名 コウジメイ				横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（その２）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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　筒見工務店

				2		中鉢建設　株式会社

				3		株式会社　松尾工務店

				4		株式会社　三木組

				5		株式会社　加藤組

				6		株式会社　紅梅組

				7		0

				8		0

				9		0

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2324																号 ゴウ

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

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

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

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

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（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																		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												53,540,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

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

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

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

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

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

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

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

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

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

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

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

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



&C



顛末書

		

		横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（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　筒見工務店						50,250,000		失格 シッカク

				株式会社　紅梅組						50,300,000		失格 シッカク

				株式会社　松尾工務店				◎		50,790,000

				株式会社　加藤組						50,880,000

				中鉢建設　株式会社						52,940,000

				株式会社　三木組								辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		53,540,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		50,624,200





公示用

		

		横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（その２）　入札顛末書

																平成26年11月6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

				株式会社　筒見工務店																																				50,250,000		失格 シッカク

				株式会社　紅梅組																																				50,300,000		失格 シッカク

				株式会社　松尾工務店																																		◎		50,790,000

				株式会社　加藤組																																				50,880,000

				中鉢建設　株式会社																																				52,940,000

				株式会社　三木組																																						辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		53,540,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		50,624,200





Sheet2

		

				横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（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　松尾工務店				◎		50,790,000		0

		2				株式会社　加藤組				0		50,880,000		0

		3				中鉢建設　株式会社				0		52,940,000		0

		4				株式会社　筒見工務店				0		50,250,000		失格

		5				株式会社　紅梅組				0		50,300,000		失格

		6				株式会社　三木組				0		0		辞退

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		0

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		53,540,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		50,624,200





仮決定

																																平成26年11月6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						2324

		件　　　名 ケンメイ						横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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				髙木

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		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　松尾工務店														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2324

		件　　　名 ケンメイ						横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（その２）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		54,853,200														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								4,063,200												】		【収入印紙代  ￥								30,000						】

		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				髙木

																										℡		641-3125

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　松尾工務店

																												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																				2324

						2				件名 ケンメイ																				横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（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11月6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				―		2324

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

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事（その２）

		工 事名 コウコトメイ

										こども青少年局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														横浜こども科学館プラネタリウムシアター改修その他工事業務

		契約の ケイヤク										株式会社　松尾工務店																								取締役社長　　松尾　　文明 トリシマリヤクシャチョウマツオフミアキ

		相手方 アイテカタ

														54,853,200

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		27				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年11月6日														午前9時20分										業者数 ギョウシャスウ										6						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$4,063,200

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\30,000

		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　松尾工務店

																								$50,790,000

																								$54,853,200

		(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

		株式会社　筒見工務店		50,250,000

		株式会社　紅梅組		50,300,000

		株式会社　松尾工務店		50,790,000

		株式会社　加藤組		50,880,000

		中鉢建設　株式会社		52,940,000

		株式会社　三木組		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		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2326

		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										大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・機械）

		施工場所 セコウバショ										港南区大久保二丁目２８番２７号

		工事概要 コウジガイヨウ										トイレ改修工事
　乳児トイレ　２か所
　幼児トイレ　１か所
上記に伴う機械設備工事

		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														27		年 ネン		3		月 ガツ		25		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$12,020,000												（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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						鶴見区内、神奈川区内、南区内、港南区内、磯子区内、都筑区内、戸塚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						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

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

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										オリエント（株）														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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																		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												大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・機械）																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2326						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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				9		時 ジ		40		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														営繕第一														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												12,020,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		25				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										4								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		鶴見、神奈川、南、港南、磯子、都筑、戸塚、栄																				担当　 タントウ		河野 コウノ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								大久保保育園及び下瀬谷保育園のリフレッシュ工事業務

		C				株式会社　本田工務店																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						こども青少年局 セイショウネンキョク

		Ｃ				富士工業　株式会社																																								南								2																						鶴見						Ｂ																														鶴見、神奈川、南、港南、磯子、都筑、戸塚、栄、表彰者、

		C				株式会社　なごみ建設																																								南区								3																						神奈川						Ｃ																														神奈川、南、港南、磯子、都筑、戸塚、栄、表彰者、

		B				上條建設　株式会社																																								戸塚区								4																						南																																				南、港南、磯子、都筑、戸塚、栄、表彰者、

		0																																												0								5																						港南																																				港南、磯子、都筑、戸塚、栄、表彰者、

		0																																												0								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、都筑、戸塚、栄、表彰者、

		0																																												0								7																						都筑								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												都筑、戸塚、栄、表彰者、

		0																																												0								8																						戸塚																																				戸塚、栄、表彰者、

		0																																												0								9																						栄																																				栄、表彰者、

		0																																												0								10																						表彰者																																				表彰者、

		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

		

		大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・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　本田工務店		南区		C								11500000

		2		富士工業　株式会社		南		Ｃ								11182000

		3		株式会社　なごみ建設		南区		C								11146741

		4		上條建設　株式会社		戸塚区		B								11890000

		5		0		0		0								0

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2326

		工事名 コウジメイ				大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・機械）

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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　本田工務店

				2		富士工業　株式会社

				3		株式会社　なごみ建設

				4		上條建設　株式会社

				5		0

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2326																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														大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・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

																				641-3125																																				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												12,020,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		25				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

		

		大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・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　なごみ建設				◎		11,146,741

				富士工業　株式会社						11,182,000

				株式会社　本田工務店						11,500,000

				上條建設　株式会社						11,890,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		12,020,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,951,100





公示用

		

		大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・機械）　入札顛末書

																平成26年11月6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

				株式会社　なごみ建設																																		◎		11,146,741

				富士工業　株式会社																																				11,182,000

				株式会社　本田工務店																																				11,500,000

				上條建設　株式会社																																				11,890,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		12,020,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,951,100





Sheet2

		

				大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・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　なごみ建設				◎		11,146,741		0

		2				富士工業　株式会社				0		11,182,000		0

		3				株式会社　本田工務店				0		11,500,000		0

		4				上條建設　株式会社				0		11,890,000		0

		5				0				0		0		0

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		0

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		12,020,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		10,951,100





仮決定

																																平成26年11月6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						2326

		件　　　名 ケンメイ						大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		日		（月）		に送付いたします。

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

																										工事担当 コウジタントウ				河野

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

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

																				総務課　契約係

		株式会社　なごみ建設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2326

		件　　　名 ケンメイ						大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・機械）

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		12,038,480														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								891,739												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

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

																										工事担当 コウジタントウ				河野

																										℡		641-3125

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		株式会社　なごみ建設

																												様 サマ

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

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

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

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2326

						2				件名 ケンメイ																				大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・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11月6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				―		2326

																						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

										大久保保育園トイレ改修その他工事（建築・機械）

		工 事名 コウコトメイ

										こども青少年局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														大久保保育園及び下瀬谷保育園のリフレッシュ工事業務

		契約の ケイヤク										株式会社　なごみ建設																								代表取締役　　佐藤　　重明 ダイヒョウトリシマリヤクサトウシゲアキ

		相手方 アイテカタ

														12,038,480

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

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		3				月 ガツ		25				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11月6日														午前9時40分										業者数 ギョウシャスウ										4						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$891,739

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

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

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社　なごみ建設

																								$11,146,741

																								$12,038,480

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

														＜選定区＞								鶴見、神奈川、南、港南、磯子、都筑、戸塚、栄





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　なごみ建設		11,146,741

		富士工業　株式会社		11,182,000

		株式会社　本田工務店		11,500,000

		上條建設　株式会社		11,890,000
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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		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2329

		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										金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事

		施工場所 セコウバショ										金沢区釜利谷東五丁目１５番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										旧ヘラジカ舎部分改修工事
　床改修工事
　壁改修工事
　建具改修工事

		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														27		年 ネン		2		月 ガツ		10		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$4,270,000												（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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、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						建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

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

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

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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										免除

		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												金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2329						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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				10		時 ジ		00		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														営繕第一														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												4,270,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		10				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										5								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		西、中、南、港南、磯子、金沢、栄、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		髙木 タカギ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								金沢動物園旧ヘラジカ舎改修業務

		B				株式会社　栄幸建設																																								中区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						環境創造局 カンキョウソウゾウキョク

		C				有限会社　カサイ																																								西区								2																						西						Ｂ																														西、中、南、港南、磯子、金沢、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		C				株式会社　本田工務店																																								南区								3																						中						Ｃ																														中、南、港南、磯子、金沢、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　日野興業																																								港南区								4																						南																																				南、港南、磯子、金沢、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		C				有限会社　サクシード																																								磯子区								5																						港南																																				港南、磯子、金沢、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		0																																												0								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、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		0																																												0								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、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		0																																												0								8																						栄																																				栄、泉、瀬谷、表彰者、

		0																																												0								9																						泉																																				泉、瀬谷、表彰者、

		0																																												0								10																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		0																																												0								11																						表彰者																																				表彰者、

		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

		

		金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事

				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　栄幸建設		中区		B								4250000

		2		有限会社　カサイ		西区		C								3951600

		3		株式会社　本田工務店		南区		C								4200000

		4		株式会社　日野興業		港南区		B								3920000

		5		有限会社　サクシード		磯子区		C								3964600

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2329

		工事名 コウジメイ				金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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　栄幸建設

				2		有限会社　カサイ

				3		株式会社　本田工務店

				4		株式会社　日野興業

				5		有限会社　サクシード

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2329																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														金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事																																										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																		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												4,270,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		10				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

		

		金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事　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　日野興業						3,920,000		失格 シッカク

				有限会社　カサイ				◎		3,951,600

				有限会社　サクシード						3,964,600

				株式会社　本田工務店						4,200,000

				株式会社　栄幸建設						4,250,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		4,270,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		3,935,500





公示用

		

		金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事　入札顛末書

																平成26年11月6日																								午前10時00分

																																										◎＝落札者　

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

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　日野興業																																				3,920,000		失格 シッカク

				有限会社　カサイ																																		◎		3,951,600

				有限会社　サクシード																																				3,964,600

				株式会社　本田工務店																																				4,200,000

				株式会社　栄幸建設																																				4,250,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		4,270,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		3,935,500





Sheet2

		

				金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

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

												第　1　回 ダイカイ

		1				有限会社　カサイ				◎		3,951,600		0

		2				有限会社　サクシード				0		3,964,600		0

		3				株式会社　本田工務店				0		4,200,000		0

		4				株式会社　栄幸建設				0		4,250,000		0

		5				株式会社　日野興業				0		3,920,000		失格

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		0

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		4,270,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		3,935,500





仮決定

																																平成26年11月6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						2329

		件　　　名 ケンメイ						金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事

		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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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				髙木

																										℡		641-3125





決定通知

																								平成		26		年		11		月		10		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　カサイ														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2329

		件　　　名 ケンメイ						金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		4,267,728														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								316,128												】		【収入印紙代  ￥								1,000						】

		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				髙木

																										℡		641-3125

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





資格確認結果通知書

		

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

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

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

		有限会社　カサイ

																												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																				2329

						2				件名 ケンメイ																				金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年11月6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				―		2329

																						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

										金沢動物園旧ヘラジカ舎改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										環境創造局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														金沢動物園旧ヘラジカ舎改修業務

		契約の ケイヤク										有限会社　カサイ																								代表取締役　　河西　　泰行 ダイヒョウトリシマリヤクカワニシヤスユキ

		相手方 アイテカタ

														4,267,728

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		10				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11月6日														午前10時00分										業者数 ギョウシャスウ										5						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$316,128

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\1,000

		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　カサイ

																								$3,951,600

																								$4,267,728

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

														＜選定区＞								西、中、南、港南、磯子、金沢、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　日野興業		3,920,000

		有限会社　カサイ		3,951,600

		有限会社　サクシード		3,964,600

		株式会社　本田工務店		4,200,000

		株式会社　栄幸建設		4,250,000
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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

		【合併入札】 ガッペイニュウサツ																						第 ダイ		44						号 ゴウ												41,940

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2327

		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										歴史博物館屋根改修その他工事

		施工場所 セコウバショ										都筑区中川中央一丁目１８番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										屋根改修工事
外壁補修工事　
　壁タイル浮き補修工事
　壁タイル目地シーリング打替工事
　外部鉄部塗装工事

		工　　期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														27		年 ネン		2		月 ガツ		27		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$6,580,000												（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						建築

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ｂ・Ｃ

				3		登録細目 トウロクサイモク						建築工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						神奈川区内、旭区内、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										※次頁のとおり

		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		10		月 ガツ		30		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		10		月 ガツ		29		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		11		月 ガツ		5		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		11		月 ガツ		6		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										免除

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

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		営繕第一						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

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2327

		工事件名 コウジケンメイ										歴史博物館屋根改修その他工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ

												【提出書類】

												　１、入札者

												　　(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書

												　２、落札者

												　　(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）

												　　　　　(1)の届出書には、契約番号2328番と合併入札を行う為、契約番号

												　　　　及び工事件名は併記すること。

												　【注意事項】

												　１、　本件工事は契約番号2327番及び2328番の工事と合併入札を行う。

												　　　予定価格については、契約番号2327番及び2328番の合計金額を2327番

												　　　（本件工事）に記載する。

												　２、　当該合併入札に係る全ての工事の設計図書を購入し、設計図書領収書 トウガイガッペイニュウサツカカスベコウジセッケイトショコウニュウセッケイトショリョウシュウショ

												　　　を併せて提出すること。 アワテイシュツ

												　３、　本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、 ホンケンコウジガッペイニュウサツオコナニュウサツ

												　　　契約番号2327番（本件工事）の工事に対して行い入札金額はすべての工事

												　　　（契約番号2327番及び2328番）の合計金額を記載すること。

												　４、　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、 ニュウサツニュウサツショオヨコウジウチワケショジサンコウジウチワケショ

												　　当該工事に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 トウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジウチワケショゴウケイキンガク

												　　入札金額は一致させること。 ニュウサツキンガクイッチ

												　５、　入札書及び封筒記載件名は、契約番号2327番（本件工事）の工事件名を

												　　記載すること。 キサイ

												　本件工事公告は２頁ありますので、ご注意ください。（この頁は２頁目です。） ホンケンコウジコウコクページチュウイページページメ

												　この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 ページキサイジコウページメカクニン





確認表

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

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												歴史博物館屋根改修その他工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2327						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		11		月 ガツ		6		日 ニチ				午前				9		時 ジ		50		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														営繕第一														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												6,580,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										3								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				建築						細目 サイモク				建築工事						ランク				Ｂ・Ｃ				区 ク		神奈川、旭、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		11		月 ガツ		10		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		11		月 ガツ		17		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								保土ケ谷区総合庁舎ほか９か所庁舎外壁補修その他業務

		C				有限会社　リフォームハウザー																																								港北区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						建築局 ケンチクキョク

		B				三武建設　株式会社																																								都筑区								2																						神奈川						Ｂ																														神奈川、旭、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		C				有限会社　竣光電設																																								旭区								3																						旭						Ｃ																														旭、港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		0																																												0								4																						港北																																				港北、緑、都筑、青葉、表彰者、

		0																																												0								5																						緑																																				緑、都筑、青葉、表彰者、

		0																																												0								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、

		0																																												0								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、

		0																																												0								8																						表彰者																																				表彰者、

		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

		

		歴史博物館屋根改修その他工事

				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		有限会社　リフォームハウザー		港北区		C								6490000

		2		三武建設　株式会社		都筑区		B								6087000

		3		有限会社　竣光電設		旭区		C								6118600

		4		0		0		0								0

		5		0		0		0								0

		6		0		0		0								0

		7		0		0		0								0

		8		0		0		0								0

		9		0		0		0								0

		10		0		0		0								0

		11		0		0		0								0

		12		0		0		0								0

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2327

		工事名 コウジメイ				歴史博物館屋根改修その他工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年11月6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		有限会社　リフォームハウザー

				2		三武建設　株式会社

				3		有限会社　竣光電設

				4		0

				5		0

				6		0

				7		0

				8		0

				9		0

				10		0

				11		0

				12		0

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2327																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														歴史博物館屋根改修その他工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

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

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

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

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		営繕第一												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												6,580,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

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

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

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

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

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

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

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

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

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

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



&C



顛末書

		

		歴史博物館屋根改修その他工事　入札顛末書

				※契約番号2328番「上山小学校門扉改修工事」と合併入札

												◎＝落札者　

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

										第　1　回 ダイカイ

				三武建設　株式会社				◎		6,087,000

				有限会社　竣光電設						6,118,600

				有限会社　リフォームハウザー						6,490,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		6,580,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,964,800





公示用

		

		歴史博物館屋根改修その他工事　入札顛末書

		※契約番号2328番「上山小学校門扉改修工事」と合併入札

																平成26年11月6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

				三武建設　株式会社																																		◎		6,087,000

				有限会社　竣光電設																																				6,118,600

				有限会社　リフォームハウザー																																				6,490,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		6,580,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,964,800





Sheet2

		

				歴史博物館屋根改修その他工事　入札顛末書

						※契約番号2328番「上山小学校門扉改修工事」と合併入札 ケイヤクバンゴウバンガッペイニュウサツ

														◎＝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				三武建設　株式会社				◎		6,087,000		0

		2				有限会社　竣光電設				0		6,118,600		0

		3				有限会社　リフォームハウザー				0		6,490,000		0

		4				0				0		0		0

		5				0				0		0		0

		6				0				0		0		0

		7				0				0		0		0

		8				0				0		0		0

		9				0				0		0		0

		10				0				0		0		0

		11				0				0		0		0

		12				0				0		0		0

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		6,580,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		5,964,800





仮決定

																																平成26年11月6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						2327

		件　　　名 ケンメイ						歴史博物館屋根改修その他工事

		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

		＊		41950.0						（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		11		月		10		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		11		月		10		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

		三武建設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2327

		件　　　名 ケンメイ						歴史博物館屋根改修その他工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		3,316,896														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								245,696												】		【収入印紙代  ￥								1,000						】

		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

		三武建設　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																				2327

						2				件名 ケンメイ																				歴史博物館屋根改修その他工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年11月6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				―		2327

																						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

										歴史博物館屋根改修その他工事

		工 事名 コウコトメイ

										建築局														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														保土ケ谷区総合庁舎ほか９か所庁舎外壁補修その他業務

		契約の ケイヤク										三武建設　株式会社																								代表取締役　　田﨑　　九一郎 ダイヒョウトリシマリヤクタサキキュウイチロウ

		相手方 アイテカタ

														3,316,896

		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		11				月 ガツ		10				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		11				月 ガツ		17				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

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

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				27				年 ネン		2				月 ガツ		27				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年11月6日														午前9時50分										業者数 ギョウシャスウ										3						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$245,696

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\1,000

		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																三武建設　株式会社

																								$3,071,200

																								$3,316,896

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

														＜選定区＞								神奈川、旭、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

		三武建設　株式会社		6,087,000

		有限会社　竣光電設		6,118,600

		有限会社　リフォームハウザー		6,490,000
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