
平成 28 年９月 

入札参加者各位 

公益財団法人横浜市建築保全公社 

理 事 長  鈴 木  伸 哉 

工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て制度の試行的導入について 

 公益財団法人横浜市建築保全公社（以下「公社」という。）が発注する工事に係る入札について、

契約締結後に積算疑義が判明する事例が発生したことから、積算疑義を解消したうえで契約を締結

するため、契約締結前に金額入り設計書の閲覧と積算疑義の申立てができる積算疑義申立て制度を

試行的に導入し、より一層の透明性と公平性を確保します。 

１ 適用開始日 

平成 28 年９月 27日 （火）公告案件から 

※平成 28年 10 月 13 日（木）開札案件 

２ 適用対象案件  

条件付一般競争入札 予定価格事後公表の一部案件（数件）

※不調案件は対象外

３ 金額入り設計書の閲覧又は積算疑義の申立てができる方

  積算疑義対象案件の入札に参加した方（不調案件は対象外）

４ 積算疑義申立て手続

（１）金額入り設計書閲覧請求（開札日の午後１時～翌日の午後５時まで） 

開札日の午後１時から開札日の翌日（土日祝日を除く）の午後５時までに、「金額入り設計書閲覧

請求書（様式第２号）」及び対象工事の開札後通知される「保留通知書」を総務課契約係に提出する。   

ただし、再度入札の場合に１回目の開札で失格となった者は、保留通知書に代えて「入札書受信確

認通知」を再度入札開札後提出することにより請求できる。

（２）積算疑義申立て書提出（開札日の午後１時～翌日の午後５時まで） 

  金額入り設計書閲覧後、積算に疑義がある場合は「積算疑義申立て書（様式第１号）を開札日の

午後１時から翌日（土日終日を除く）午後５時までに、総務課契約係に提出することができます。

  （申立ての宛先は、工事担当課長とします。）

（３）申立ての回答 （積算疑義申立て期間終了後、開札日の翌週火曜日目安に） 

  工事担当課長は積算内容を確認し、落札者決定通知書及び入札中止公告の前までに、申立てに対

する、確認結果を書面により申立て者に回答し、その後ホームページ等に公告します。

※再度入札の場合は再度入札開札後積算疑義期間になります。また１回目の開札で失格となった

場合は「保留通知書」に代えて「入札書受信確認通知」の提出により入札参加者として確認します。



５ 申立て結果の取扱い

積算疑義の申立てがあったときは、積算内容を確認し、確認結果を回答します。

（１） 積算に誤りがなかった場合は、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。

（２） 積算内容に誤りがあった場合は、次のとおりとします。

  ア 落札候補者に変更が生じる場合は、当該入札を無効とし、入札を中止します。

  イ 落札候補者に変更が生じない場合は、入札を有効とし、入札事務を続行します。この場合、  

  契約は落札額で締結し、後日、設計の誤りを補正して設計し直した額に、落札率を乗じた額で変

更契約を締結します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は入札を無効とし、中止します。

６ その他変更点

（１） 保留通知書への予定価格及び最低制限価格の記載

（平成 28 年 10 月 13 日開札より・電子入札全案件） 
（２） 再度入札になった案件の、開札予定日時を午後１時に変更します。（現行午後３時）

７ 開札後スケジュール

＜現 行（非対象工事）＞ ＜積算疑義申立て施行後（対象工事）＞

※再度入札の場合は上記のスケジュールと異なります。

※再度入札の場合に１回目の開札で失格となった入札参加者については、「入札書受信確認通知」の提出

により入札参加者とします。

※「確認結果回答」、「中止公告」等の日程については、目安のスケジュールであるため、案件の内容に

より異なります。 

※積算疑義申立てにより中止となった案件は、再度、設計の見直しを行います。 

木 開札

※保留通知（入札者）

※落札候補者決定通知（該当者） 

開札

※保留通知書送付（入札者）予定価格・最低制限価格記載

積算疑義申し立てによる金額入り設計書閲覧、受付開始（午後１時～）

金 落札候補者 資格審査 積算疑義申し立て受付終了（～午後５時）

土

日

月 落札者決定・契約締結

※落札者決定通知（入札者）

申立て無

申立て有（違算無）

申立て有（違算有）

※候補者変更無

確認結果回答

落札候補者決定通知送付（該当

者）

申立て有（違算有）

※候補者変更有

確認結果回答

火 入札結果 HP 公表 
※予定価格、最低制限価格公表

落札候補者 資格審査

落札候補者と協議

※候補者に変更が無い場合

中止公告

取止め通知書送付（入札者）

水 落札者決定・契約締結

落札者決定通知送付（入札者）

木 入札結果 HP 公表 
※予定価格、最低制限価格公表



第○号 平成 28年 9月 27 日発行 

公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告第○号 

通常型条件付一般競争入札の施行 

 

次のとおり「○○○○施設△△改修工事」ほか□件の工事について、通常型条件付一般競争

入札を行う。 

 

平成 28 年 9 月 27 日 

公益財団法人横浜市建築保全公社 

理  事  長  鈴 木 伸 哉 

 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる

資格をすべて満たしていなければならない。 

(1)  公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程（平成 26 年規程第４号）第３条に規定するも

のとする。 

(2) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止措置要綱」という。）に基づく指名停止を受

けていない者であること。 

(3) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(4)  公益財団法人横浜市建築保全公社電子入札システム利用申請申込を行い、審査が終了し

ている者であること。 

(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程、公益財団法人横

浜市建築保全公社契約規程施行要領、公益財団法人横浜市建築保全公社電子入札運用基準

（以下「運用基準」という。）、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市工事

請負等競争入札参加要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。 

(2) 設計図書のダウンロード 

ア 設計図書の購入先・申込欄において、「電子図渡し」としている案件（以下「電子図

渡し案件」という。）については、入札情報公開システムより設計図書をダウンロード

すること。 

なお、設計図書ダウンロード用パスワードは電子入札システムより工事ごとに入手す

ること。また、工事ごとに定める期間おいて、設計図書を閲覧に供する。 

   イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を

購入しなければならない。設計図書の購入先及び購入申込み期間は工事ごとに定める。

また、工事ごとに定める期間において設計図書を閲覧に供する。 

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札の予定日時については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内において入札書を提出すること。また、郵送による入

札は認めない。 

(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、

認めない。 

(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電

子入札システムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、

運用基準第 10 条を参照すること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致さ

せること。 

なお、工事費内訳書とは、公社が工事ごとに定めた参考設計書のうち、大項目（直接工

事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等及び工事価格）が明示されたものをいう。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

公告記載例 



あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札した結果、各者の入札のうち予定価格（消費税及び地方消費税を合わせた税

率を８％で算出する。）の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないと

きは、当該入札を不調とする。 

ただし、予定価格を開札後公表する工事については、開札の結果、予定価格の制限の範

囲内の価格で最低制限価格の以上の価格での入札がないときは、再度入札を１回行う。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

(1) 公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程第１５条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4)の定めに従わない工事内訳書を提

出した者が行った入札 

５ 再度入札 

  ３(6)に規定する再度入札は次のとおり実施する。 

(1)  再度入札に関する事項は、１回目の入札参加者あてに電子入札システムより再入札通知

書に記載し、通知する。 

(2)  再度入札に参加できる者は、１回目の入札に参加した者とする。ただし１回目の 

入札が４に定める入札の無効に該当した者又は各工事に定める最低制限価格未満の者の

再度入札は認めない。 

(3)  再度入札の回数は１回とする。 

(4)  再度入札期間については、１回目開札の翌日正午までとする。ただし該当する日が 

土曜・日曜・祭日等の電子入札システム利用停止日の場合は、翌、電子入札システム稼働

日の正午までとする。 

(5)  再度入札開札予定日時は、原則として再度入札期間末日の午後３時とする。 

６ 積算疑義申立て制度 

  積算疑義対象工事については、開札後積算に疑義がある場合は、工事請負契約の入札に係る

積算疑義申立て手続に関する取扱い要綱（以下「積算疑義取扱要綱」という。）に基づき、次

のとおり申立てすることができる。 

(1)  対象工事については、工事ごとに調達公告版に記載する。 

(2)  申立てできる者は、対象工事の入札に参加した者とする。 

(3)  申立ては、開札日の午後１時（再度入札の場合は再度入札開札後とする）より開札翌日

午後５時（土日祝日を除く）までの期間に、積算疑義申立て書を提出することにより行う

ことができる。 

また、申立てを行うにあたり、金額入り設計書を閲覧することができる。

閲覧する際は、金額入り設計書閲覧請求書及び対象工事の保留通知書を提出すること。た

だし、再度入札の場合に１回目開札時に失格となった者は保留通知書を入札書受信確認通

知に代えて、再度入札開札後、請求することができる。 

(4)  申立ての回答は、工事担当課より文書にて回答する。あわせてホームページ等に掲載す

る。 

(5)  申立て結果の取扱いは積算疑義取扱要綱第５条に基づき行う。 

７ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、保留通知書を入札参加者に通知する。 

(2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入

札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者（以下「落札候補者」

という。）とし、落札候補者決定通知を落札候補者に通知する。 

なお、最低の価格をもって入札を行った者が２者以上あるときは、電子くじにより落札

候補者を決定するものとする。 

(3) 積算疑義対象工事については、積算疑義取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する積

算疑義申立て期間終了後、落札候補者決定通知を落札候補者に通知し、落札の決定は保留

する。 



ただし、積算疑義申立て書の提出があった工事については、申立て者へ回答後、該 

当者がいる場合のみ落札候補者決定通知を通知する。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとす

る。 

   ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を

落札者とし、入札参加者にその旨を通知する。 

   イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の

入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の

価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候

補者とし、(4)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続

を繰り返す。 

(6) (5)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を

付して、当該落札候補者に通知する。 

(7)  (5)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類

を、落札候補者決定通知書の送付から翌日の午後３時までの間に電子入札システムを通じ

競争参加資格確認申請書に添付して提出し、確認のために必要な指示に従わなければならない。

上記期間内に競争参加資格確認申請書及び添付書類が提出されない場合又は指示に従わない

場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続きにより落札

者を決定する。 

 (8) 入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要綱第２条第１項、

第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）には、

その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもっ

て入札を行った他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、公益財団法人横浜市建築保全公社契約規

程第 32 条の規定による。 

９ 契約金の支払方法 

(1) 前金払いの有無及び方法は、工事ごとに定める。 

(2)  工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会

計年度において、契約金額の１０分の４以内の額を支払う。 

10 その他 

(1) 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に該当

するか否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負の相手方と随意契約に

より締結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、公社が定める契約書の取り交わしをするもの

とする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。

ただし、技術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技

術者が、１に定める入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たす

と確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すこ

とがある。 

(6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となること

を辞退することはできないものとする。 

(7) その他この公告に規定のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公社契約規

程、公共工事の前払金に関する規則、横浜市工事請負に関する入札取扱要綱、運用基準及

び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 



第 号

契約締結の日から平成 29 年 1 月 31 日まで

1

2

3

4

5

6

7

　電子図渡し  ※ダウンロード手順

  (1)   当公社の電子入札システム より、本件の情報を検索し、条件付一般競争入札

　　　設計図書ダウンロード用パスワードを取得。

 (2)   当公社の入札情報公開システム より、本件の情報を検索し、上記(1)で取得した

 パスワードを入力して入手してください。

28 年 10 月 1 日 ～ 28 年 10 月 12 日

28 年 10 月 13 日 9 時 00 分

課 係 電話

課 係 電話

対象工事又は非対象工事

登録工種

開札後に公表

Ａ

最低制限価格

機　械

管

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。

641-3124

支払い条件 前払金 要求

(1)　入札にあたっては、入札書及び工事費内訳書を提出すること。工事費内訳
  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、工事費内訳書の
  合計金額と入札金額は一致させること。
(2)　開札の結果、予定価格の範囲内（最低制限価格以上）の入札がないとき
　　は、再度入札を１回行う。再度入札の場合は、電子入札システムにより、
　　再入札通知書を発行する。ただし、１回目の入札に参加しなかった者、無
    効な入札をした者又は最低制限価格未満の価格での入札をした者は再度入
    札に参加することができない。
　（再度入札予定　入札締切日時：翌日正午まで　開札日時：翌日午後１時）

契約保証金

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

契約担当課

該当しない

積算疑義制度

公益財団法人横浜市建築保全公社　　　総　務

工事件名 ○○○○施設△△改修工事

入札方法

663-8032

所在区
指定

その他

電子入札

施工場所 中区○○町○番地

予定価格

契　約

工事概要

格付等級

技術者

公益財団法人横浜市建築保全公社の電子入札システム利用申請を
行い、当公社の電子入札システムにより利用者登録を完了していること。

(1)入札書(2)工事費内訳書

開札後に公表

入札者

落札者

(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）

冷暖房設備工事

平成28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。
入

札

参

加

資

格

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任配置すること。当該技術者は開札日
において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間
経過しており、(3)他の工事に従事していない者でなければならない。

なし

登録細目

 所在地
区分※

提
出
書
類

公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版

契約番号 16-2201

平成28年9月27日○

入札型式 通常型条件付一般競争入札

△△改修工事

工期

設計図書の
購入先

申込期限

午後５時00分
入札期間

平成

しないする 部分払

平成

(電子入札システム利用時間は午前8時30分～午後8時00分。また土曜日、日曜日
及び祝祭日は利用できません。）

平成

工事担当課

午前

設　備公益財団法人横浜市建築保全公社　　　

注意事項

開札予定日時

公告記載例

https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/ebidmlit/jsp/common/dummy.jsp?name1=06A0064006000600
https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/koukai/do/logon?name1=06A0064006000600

	工事請負契約に係る積算疑義申立て制度試行的導入について
	積算疑義公告前文(通常）
	公告案（積算疑義）
	調達公告

	公告案（積算疑義）
	調達公告



工事担当課入力シート

				工事概要（調達公告版入力シート） コウジガイヨウチョウタツコウコクバンニュウリョク

		工事担当者 コウジタントウシャ		林　敏朗 ハヤシトシロウ

		工事件名 コウジケンメイ		○○○○施設△△改修工事

		工事概要 コウジガイヨウ		△△改修工事 カイシュウコウジ																単位の入力に注意！！ タンイニュウリョクチュウイ

																				※㎡→m２、㎥→m３、㎜→mm、㎝→cm

																				概要文字数 ガイヨウモジスウ		6

		施工場所 セコウバショ		中区○○町○番地 ナカクマチバンチ																　市内の場合は　区から入力してください シナイバアイクニュウリョク

		工期（完成期限） コウキカンセイキゲン		平成 ヘイセイ		29		年 ネン		1		月 ガツ		31		日 ニチ

		登録工種 トウロクコウシュ		管 カン

		登録細目 トウロクサイモク		冷暖房設備工事 レイダンボウセツビコウジ																登録工種 トウロクコウシュ				登録細目 トウロクサイモク		課リスト カ		係リスト カカリ		電話リスト デンワ		リサイクル法 ホウ

		工事担当課・係 コウジタントウカカカリ		設　備 セツビ				課 カ		機　械 キカイ				係 カカリ						建築 ケンチク		建 ケン		建築工事 ケンチクコウジ		営繕第一 エイゼンダイイチ		建築統括 ケンチクトウカツ		641-3122		該当しない ガイトウ

		工事担当課電話 コウジタントウカデンワ		663-8032																内装 ナイソウ		建 ケン		鉄骨プレハブ工事 テッコツコウジ		営繕第二 エイゼンダイニ		建　築 ケンチク		641-3125		該当する ガイトウ

		参加条件　　　　(施工上特殊な技術者や免許がある場合記入）　　　　　　　 サンカジョウケンセコウジョウトクシュギジュツシャメンキョバアイキニュウ		公益財団法人横浜市建築保全公社の電子入札システム利用申請を
行い、当公社の電子入札システムにより利用者登録を完了していること。																建具 タテグ		内 ウチ		内装仕上工事 ナイソウシアコウジ		設　備 セツビ		電　気 デンキ		663-8031

																				塗装 トソウ		内 ウチ		たたみ工事 コウジ				機　械 キカイ		663-8032

																				防水 ボウスイ		建具 タテグ		建具工事 タテグコウジ		技術管理 ギジュツカンリ		企画調整 キカクチョウセイ		306-7276

		リサイクル法 ホウ		該当しない ガイトウ																フェンス		塗 ヌリ		塗装工事 トソウコウジ				技術管理 ギジュツカンリ		349-5217

		技術者の選任 ギジュツシャセンニン		監理技術者 カンリギジュツシャ																電気 デンキ		塗 ヌリ		橋梁塗装工事 キョウリョウトソウコウジ

																				電気通信 デンキツウシン		防 ボウ		防水工事 ボウスイコウジ						主任技術者 シュニンギジュツシャ

																				管 カン		フェ		フェンス工事 コウジ						監理技術者 カンリギジュツシャ

																				消防施設 ショウボウシセツ		電 デン		電気設備工事 デンキセツビコウジ

																				機械器具設置 キカイキグセッチ		電 デン		屋外電気設備工事 オクガイデンキセツビコウジ

																				建築設計 ケンチクセッケイ		電 デン		信号設備工事 シンゴウセツビコウジ

																				設備設計 セツビセッケイ		電通 デンツウ		通信設備工事 ツウシンセツビコウジ

																				建設コンサルタント等の業務 ケンセツトウギョウム		電通 デンツウ		電話工事 デンワコウジ

																				建物管理 タテモノカンリ		電通 デンツウ		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				各種調査企画 カクシュチョウサキカク		管 カン		給排水衛生設備工事 キュウハイスイエイセイセツビコウジ

																				その他の委託等 タイタクトウ		管 カン		冷暖房設備工事 レイダンボウセツビコウジ

																						管 カン		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨレイダンボウセツビコウジ

																						管 カン		給排水衛生設備工事又は冷暖房設備工事 マタレイダンボウセツビコウジ

																						消 ケ		火災報知設備工事 カサイホウチセツビコウジ

																						消 ケ		消火設備工事 ショウカセツビコウジ

																						消 ケ		火災報知設備工事又は消火設備工事 カサイホウチセツビコウジマタショウカセツビコウジ

																						消 ケ		火災報知設備工事及び消火設備工事 カサイホウチセツビコウジオヨショウカセツビコウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		クレーン工事 コウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		エレベーター工事 コウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		ボイラー工事 コウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		ポンプ工事 コウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		水処理設備工事 ミズショリセツビコウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		焼却設備工事 ショウキャクセツビコウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		プラント配管工事 ハイカンコウジ

																						機械器具設置 キカイキグセッチ		その他機械器具工事 タキカイキグコウジ

																						建築設計 ケンチクケイ		庁舎、学校、病院等の設計 チョウシャガッコウビョウイントウセッケイ

																						建築設計 ケンチクケイ		工事監理 コウジカンリ		（テニスコート等） トウ

																						建築設計 ケンチクケイ		改修・修繕工事等の設計 カイシュウシュウゼンコウジトウセッケイ

																						設備設計 セツビセッケイ		電気設備設計 デンキセツビセッケイ

																						設備設計 セツビセッケイ		空気調和設備設計 クウキチョウワセツビセッケイ

																						設備設計 セツビセッケイ		給排水設備設計 キュウハイスイセツビセッケイ

																						建設ｺﾝｻﾙ ケンセツ		都市計画・まちづくり トシケイカク

																						建設ｺﾝｻﾙ ケンセツ		ＰＦＩ

																						建設ｺﾝｻﾙ ケンセツ		その他建設コンサルタント

																						建物管理 タテモノカンリ		電気、機械運転監視 デンキキカイウンテンカンシ

																						各種調査企画 カクシュチョウサキカク		建築物劣化調査 ケンチクブツレッカチョウサ

																						その他の委託 タイタク		その他の委託等 タイタクトウ



アスベスト撤去工事等特別な条件がある場合は「なし」を消して記入してください。

概要はセルを結合したまま記入してください！

必ず選択してください。

必ず選択してください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

アスベスト撤去工事等特別な条件がある場合は「なし」を消して記入してください。

必ず選択してください。

必ず選択してください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。

入力した場合は（１）と文頭に付けてください。



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		○						号 ゴウ												42,640

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										16-2201

		入札方法 ニュウサツホウホウ										電子入札 デンシニュウサツ

		入札型式 ニュウサツカタシキ										通常型条件付一般競争入札

		工事件名 コウジケンメイ										○○○○施設△△改修工事

		施工場所 セコウバショ										中区○○町○番地

		工事概要 コウジガイヨウ										△△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														29		年 ネン		1		月 ガツ		31		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										開札後に公表 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28年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						管

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ

				3		登録細目 トウロクサイモク						冷暖房設備工事

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

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						なし

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

				7		その他 タ						公益財団法人横浜市建築保全公社の電子入札システム利用申請を
行い、当公社の電子入札システムにより利用者登録を完了していること。

		積算疑義制度 セキサンギギセイド										対象工事又は非対象工事

		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)工事費内訳書 ニュウサツショコウジヒウチワケショ

				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										　電子図渡し  ※ダウンロード手順 デンシズワタテジュン

												(1)   当公社の トウコウシャ								電子入札システム										より、本件の情報を検索し、条件付一般競争入札 ホンケンジョウホウケンサクジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツ

												　　　設計図書ダウンロード用パスワードを取得。

												(2)   当公社の トウコウシャ								入札情報公開システム												より、本件の情報を検索し、上記(1)で取得した ジョウキシュトク

												パスワードを入力して入手してください。 ニュウシュ

		入札期間 ニュウサツキカン										平成 ヘイセイ				28		年 ネン		10		月 ガツ		1		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				28		年 ネン		10		月 ガツ		12		日 ニチ		午後５時00分 ゴゴジフン

												(電子入札システム利用時間は午前8時30分～午後8時00分。また土曜日、日曜日及び祝祭日は利用できません。）

		開札予定日時 カイサツヨテイニチジ										平成 ヘイセイ				28		年 ネン		10		月 ガツ		13		日 ニチ				午前				9		時 ジ		00		分 フン

		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										(1)　入札にあたっては、入札書及び工事費内訳書を提出すること。工事費内訳
  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、工事費内訳書の
  合計金額と入札金額は一致させること。
(2)　開札の結果、予定価格の範囲内（最低制限価格以上）の入札がないとき
　　は、再度入札を１回行う。再度入札の場合は、電子入札システムにより、
　　再入札通知書を発行する。ただし、１回目の入札に参加しなかった者、無
    効な入札をした者又は最低制限価格未満の価格での入札をした者は再度入
    札に参加することができない。
　（再度入札予定　入札締切日時：翌日正午まで　開札日時：翌日15：00）

		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										○○○○施設△△改修工事

		工事件名 コウジケンメイ										　
　【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

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ
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×発注情報

		＜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										16-2201

		入札方法 ニュウサツホウホウ										電子入札 デンシニュウサツ

		入札型式 ニュウサツカタシキ

		工事件名 コウジケンメイ										○○○○施設△△改修工事

		施工場所 セコウバショ										中区○○町○番地

		工事概要 コウジガイヨウ										△△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														29		年 ネン		1		月 ガツ		31		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$0												（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

				3		登録細目 トウロクサイモク						冷暖房設備工事

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

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						なし

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

				7		その他 タ						公益財団法人横浜市建築保全公社の電子入札システム利用申請を
行い、当公社の電子入札システムにより利用者登録を完了していること。

		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)工事費内訳書 ニュウサツショコウジヒウチワケショ

				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キゲン										　電子図渡し  ※ダウンロード手順 デンシズワタテジュン

												(1)   当公社の トウコウシャ								電子入札システム										より、本件の情報を検索し、条件付一般競争入札 ホンケンジョウホウケンサクジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツ

												　　　設計図書ダウンロード用パスワードを取得。

												(2)   当公社の トウコウシャ								入札情報公開システム												より、本件の情報を検索し、上記(1)で取得した ジョウキシュトク

												パスワードを入力して入手してください。 ニュウシュ

		入札期間 ニュウサツキカン										平成 ヘイセイ				28		年 ネン		7		月 ガツ		4		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				28		年 ネン		7		月 ガツ		13		日 ニチ		午後５時00分 ゴゴジフン

												(電子入札システム利用時間は午前8時30分～午後8時00分。また土曜日、日曜日及び祝祭日は利用できません。）

		開札予定日時 カイサツヨテイニチジ										平成 ヘイセイ				28		年 ネン		7		月 ガツ		14		日 ニチ				午前				9		時 ジ		00		分 フン

		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、入札書及び工事費内訳書を提出すること。工事費内訳書には、当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事費内訳書の合計金額と入札金額は一致させること。 ヒテイシュツヒヒ

		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

		工事件名 コウジケンメイ										中区○○町○番地

		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
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契約係

		

		調達公告版№ チョウタツコウコクバン		19

		入札型式 ニュウサツカタシキ		通常型条件付一般競争入札 ツウジョウガタジョウケンツキ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		16-2201

		公告日 コウコクビ		42,549

		予定価格 ヨテイカカク														円 エン		格付・等級 カクヅトウキュウ				Ａ

		（１）参加資格（特殊条件） サンカシカクトクシュジョウケン		公益財団法人横浜市建築保全公社の電子入札システム利用申請を
行い、当公社の電子入札システムにより利用者登録を完了していること。

		（２）参加資格（行政区指定） サンカシカクギョウセイクシテイ		なし

		（１）が入力されている場合は公告版の文頭に（２）と付けてください。最後の区は及び○○区内としてください ニュウリョクバアイコウコクバンブントウツサイゴクオヨクナイ

		販売業者Ａ ハンバイギョウシャ		ケイプリント

		販売業者Ｂ ハンバイギョウシャ		（株）ヒライデ カブ																								入札型式 ニュウサツカタシキ						複写業者リスト フクシャギョウシャ		時間リスト ジカン

		申込期限 モウシコミキゲン		平成 ヘイセイ		27		年 ネン		7		月 ガツ		18		日 ニチ												簡易型条件付一般競争入札 カンイガタジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツ				技術者専任 ギジュツシャセンニン		オリエント（株） カブ		午前 ゴゼン

		入札期間 ニュウサツキカン		平成 ヘイセイ		28		年 ネン		7		月 ガツ		4		日 ニチ		～										通常型条件付一般競争入札 ツウジョウガタジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツ				専任 センニン		関東コピー（株） カントウカブ		午後 ゴゴ

				平成 ヘイセイ		28		年 ネン		7		月 ガツ		13		日 ニチ												指名競争入札 シメイキョウソウニュウサツ						（有）サン・アート ユウ

		開札予定日 カイサツヨテイビ		平成 ヘイセイ		28		年 ネン		7		月		14		日		午前 ゴゼン		9		時 ジ		00		分 フン		随意契約 ズイイケイヤク						東洋製図工業（株） トウヨウセイズコウギョウカブ		格付リスト カクヅ

		開札場所 カイサツバショ		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																								公募型指名競争入札 コウボガタシメイキョウソウニュウサツ				届出書リスト トドケデショ		ケイプリント		Ａ

		配置技術者の専任 ハイチギジュツシャセンニン		専任 センニン		（専任しない時は無記入）（選定委員会決定事項） アツムニントキムキハイセンテイイインカイケッテイジコウ																										配置技術者（変更）届出書 ハイチギジュツシャヘンコウトドケデショ		（株）ヒライデ カブ		Ｂ

		配置技術者届書の選択 ハイチギジュツシャトドケショセンタク		配置技術者（変更）届出書 ハイチギジュツシャヘンコウトドケデショ								（予定価格2500万以上は配置技術者届
2500万未満は主任技術者届） ヨテイカカクマンイジョウハイチギジュツシャトドマンミマンシュニンギジュツシャトド																				主任技術者届出書 シュニンギジュツシャトドケデショ		（有）リバーストン ユウ		Ｃ

		契約保証金 ケイヤクホショウキン		要求 ヨウキュウ		(予定金額500万以下は免除） ヨテイキンガクマンイカメンジョ																												文庫写真館 ブンコシャシンカン		Ａ・Ｂ

		積算疑義制度 セキサンギギセイド		対象工事又は非対象工事 タイショウコウジマタヒタイショウコウジ																												契約保証 ケイヤクホショウ				Ｂ・Ｃ

		※平成19年度（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、所在区指定を免除する。																														要求 ヨウキュウ				―

																																免除 メンジョ

																																積算疑義 セキサンギギ

																																対象工事 タイショウコウジ

																																非対象工事 ヒタイショウコウジ



専任の場合
公告
技術者　
(3) 他の工事に技術者として従事していない者でなければならない。
に変更する。

入力例）鶴見区内、神奈川区内及び中区内

調達公告発行簿を確認してください！

平成18年5月６日の場合　06/5/6と入力して下さい

調達公告発行簿を確認してください！

平成18年5月６日の場合　06/5/6と入力して下さい

①　　全区の場合は
「なし」と表示する。

②　所在区指定のある場合は下記※文章を貼り付け

調達公告発行簿を確認してください！

平成18年5月６日の場合　06/5/6と入力して下さい

調達公告発行簿を確認してください！

平成18年5月６日の場合　06/5/6と入力して下さい

調達公告発行簿を確認してください！

平成18年5月６日の場合　06/5/6と入力して下さい

調達公告発行簿を確認してください！

平成18年5月６日の場合　06/5/6と入力して下さい





