
平成26年4月1日 

 

入札者各位  

 

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
 

お 知 ら せ  
 

―現場代理人の常駐義務の緩和措置の拡大について―  
 

横浜市建築保全公社(以下｢公社｣という)では、工事請負約款第11条２項ただし書

きにおいて、現場代理人の常駐義務について公社が特に認める場合に限り現場代理

人の他工事との兼任を一部認めるとしています。  

このたび、現場代理人の兼任を認めるこれまでの要件を次のように変更しました

ので、お知らせいたします。  
 

１ 現場代理人の兼任を認める要件  

次の要件をすべて満たす場合においては、工事場所の異なる３件の工事まで、

現場代理人の兼任を認めます。ただし、工事現場への出動体制について制限を設

けている工事、緊急性のある工事（応急修理工事など）は除きます。 

(1) 公社が発注した工事 

(2) 予定価格(契約済の場合は契約金額)が 2,500 万円未満の同工種工事の組み

合わせで、契約金額が合わせて 5,000 万円未満までのもの。なお、複数の工

事であっても、工事場所が同一の場合で、予定価格(契約済の場合は契約金額)

の合計額が 2,500 万円未満の場合は、1件とみなすことができます。 
 
 

２ 手続きについて  

（１）契約後(着手時)に工事監督課に提出する現場代理人等の選定通知書に、他

に兼任している工事がある場合には、兼任する他の工事件名を必ず記載してく

ださい。  

なお、上記選定通知書の内容と現場での施工とに相違がないよう、工事監督

課において、兼任する他の工事の工期や金額の変更状況等を踏まえ、適時確認

を行っていきます。  

（２）請負業者が、兼任する工事件名を記載しない、または実際とは異なる工事

件名を記載するなど、現場代理人等選定通知書の記載に虚偽が発覚した場合に

は、当該請負業者に対し工事成績評定への反映を行うとともに、契約解除等の

必要措置を行う場合がありますのでご注意ください。 

（３）このほか、現場代理人を兼任した場合において、その趣旨に反し、発注者

及び公社工事監督員との連絡や現場管理等に支障がある場合は、別途現場代理

人を選定していただくことがあります。 

（４）現場代理人の兼任が認められない工事（上記１「現場代理人の兼任を認め

る要件」本文のただし書き以下）等の場合は、施工条件として予め現場説明書

に明記します。  
 

３ 運用開始  

平成 26 年 4 月 1 日公告分の工事から適用します。 



様式第22号（第16条第４号関係）

現場代理人

主任技術者 選定通知書

監理技術者

平成　　　年　　　月　　　日

　 公益財団法人横浜市建築保全公社理事長

所在地
請負人 商号又は名称

代表者職氏名 印

　 次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約
約款第11条第１項の規定により通知します。

兼任工事の有無
（約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に発注者が認めた場合）

□ 無 □ 有

（兼任工事名）

1

2

資格要件　　（建設業法第７条第２号）

□ イ． ３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令で
定める学科を修めた者

□ ロ． 10年以上実務の経験を有する者

□ ハ． 大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると
認定した者 （昭和47年建設省告示第352号）

（資格内容）

指定建設業管理技術者証交付番号

注：兼任工事の場合は、それぞれの工事の現場代理人選定通知書に兼任工事名を記入する。
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技術者資格等
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様式１入札予定価格調書

		

										入札予定価格調書 ニュウサツヨテイカカクチョウショ

																																				常務理事 ジョウムリジ								総務部長 ソウムブチョウ								総務課長 ソウムカチョウ								契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						受付番号 ウケツケバンゴウ

						件名 ケンメイ

														平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ガツ						日 ニチ						時 ジ						分 フン						執行 シッコウ

																				予定価格の１０８分の１００（税抜） ヨテイカカクフンゼイヌ

																								\

						入札書 ニュウサツショ

						比較価格 ヒカクカカク

																				最低制限価格の１０８分の１００（税抜） サイテイセイゲンカカクブンゼイヌ

																								\

						入札 ニュウサツ																		\

																																																										（税込） ゼイコミ

						予定価格 ヨテイカカク

						最低 サイテイ																		\

																																																										（税込） ゼイコミ

						制限価格 セイゲンカカク

						予定価格 ヨテイカカク

																						設計図書 セッケイトショ

						算定の基礎 サンテイキソ

																																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社　（Ａ４） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ



&L様式第１号（第２条第１項関係）



様式２予定価格調書

		

										予定価格調書 ヨテイカカクチョウショ

																																				常務理事 ジョウムリジ								総務部長 ソウムブチョウ								総務課長 ソウムカチョウ								契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						受付番号 ウケツケバンゴウ

						件名 ケンメイ

														平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ガツ						日 ニチ						時 ジ						分 フン						執行 シッコウ

						見積書 ミツショ														予定価格の１０８分の１００（税抜） ヨテイカカクフンゼイヌ

						比較価格 ヒカクカカク																		\

																								\

						予定価格 ヨテイカカク																																																				（税込） ゼイコミ

						最低 サイテイ																		\

																																																										（税込） ゼイコミ

						制限価格 セイゲンカカク

						予定価格 ヨテイカカク

																						設計図書 セッケイトショ

						算定の基礎 サンテイキソ

																																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社　（Ａ４） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ



&L様式第２号（第２条第２項関係）



様式３入札書

		入　　　　札　　　　書 ハイサツショ

																																																平成　　　年　　　月　　　日 ヘイセイトシツキヒ

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

																				所在地 ショザイチ

																				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																				代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																												印 イン

		　 次の金額で　（注１）　いたしたく、関係書類を熟覧のうえ、 公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程を遵守し、入札します。 ツギキンガクチュウカンケイショルイジュクランコウエキ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テイジュンシュイリサツ

						注1： チュウ		「請負」「受託」「供給」等の別を記載してください。 ウケオイジュタクキョウキュウトウ

																		億 オク				千 セン				百 ヒャク				十 ジュウ				万 マン				千 セン				百 ヒャク				十 ジュウ				円 エン

				入札金額 ニュウサツキンガク

								（税抜） ゼイヌ

				件名 ケンメイ

		申出事項　　消費税法第９条第１項の規定に関しては、　（注２）　　事業であることを申し出ます。 モウデジコウショウヒゼイホウダイジョウダイコウキテイカンチュウジギョウモウデ

																										注2： チュウ		「課税」「免税」の別を記載してください。

		工事内訳書（以下の項目が記載された別紙でも可） コウジウチワケショイカコウモクキサイベッシカ

				１　直接工事費 チョクセツコウジヒ																																												円 エン

																		（発生材処分費等を含む） ハッセイザイショブンヒトウフク

				２　共通仮設費 キョウツウカセツヒ																																												円 エン

				３　現場管理費 ゲンバカンリヒ																																												円 エン

				４　一般管理費 イッパンカンリヒ																																												円 エン

				合　　　　　計 ゴウケイ																																												円 エン

																		（税抜） ゼイヌ

		（注意） チュウイ

				○		入札書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わ ニュウサツショショウヒゼイホウダイジョウダイコウキテイメンゼイジギョウシャカゼイジギョウシャト

						ず、消費税抜きの金額を記載すること。

				○		商号又は名称、所在地、代表者職氏名、代表者印、入札金額及び工事内訳書を必ず ショウゴウマタメイショウショザイチダイヒョウシャショクシメイダイヒョウシャジルシニュウサツキンガクオヨコウジウチワケショカナラ

						記載、捺印すること。 キサイナツイン

				○		入札の金額と工事内訳書の金額が不一致の場合は、無効となりますのでご注意下さい。 ニュウサツキンガクコウジウチワケショキンガクフイッチバアイムコウチュウイクダ



&L様式第３号（第3条第1項・第2項関係）



様式７通知書（随契）

		

																										随意契約見積通知書 ズイイチギリヤクミセキツウチショ

																																																				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ガツ						日 ニチ

																														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 リジチョウ

				次の事項を承知のうえ見積書を提出して下さい。 ツギジコウショウチミツモリショテイシュツクダ

				見積書提出日時・場所 ミツモリショテイシュツニチジバショ																								月 ガツ						日 ニチ						時 ジ						分 フン																														公益財団法人横浜市建築保全公社総務課 コウエキ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

																																																																												（　　　　　ビル　　　階） カイ

		工　事　名 コウコトメイ

		主　管　局 シュカンキョク																																工事担当課 コウジタントウカ																												No.

		前　金　払 マエキンハラ												する				す																部　分　払 ブブンハラ																		しない

		工　　　　期 コウキ												契約の日から ケイヤクヒ																　		日 ニチ		、								平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ガツ						日 ニチ

		設計図書 セッケイトショ												添付のとおり テンプ																				工事完成保証人 コウジカンセイホショウニン																						不　　要 フヨウ

		契約保証金 ケイヤクホショウキン												免　　　除 メンジョ

		そ　の　他 タ																																										問合せ先   トイアワサキ

																																																		総　務　課 フサツトムカ

																																																				（契約担当）　　 ケイヤクタントウ

																																																		℡				(   　　　 )

				○　				見積書には､消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず､ ミツモリショショウヒゼイホウダイジョウダイコウキテイメンゼイジギョウシャカゼイジギョウシャト

						見積った契約希望価格の１０８分の１００に相当する金額（税抜金額）を記載すること。 ミツモケイヤクキボウカカクフンソウトウキンガクゼイヌキンガクキサイ

								なお、見積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 ミツモリショキサイキンガクトウガイキンガクフンソウトウガクカサンキンガクトウガイ

						金額に１円未満の端数があるときは､その端数金額を切捨てた金額）をもって決定価格とする。 キンガクエンミマンハスウハスウキンガクキリスキンガクケッテイカカク

																																																																														（Ａ４）



&L様式第７号（第７条関係）
&C&14



様式22現場代理人選定通知書

																										現場代理人 ゲンバダイリニン

																										主任技術者 シュニンギジュツシャ				選定通知書

																										監理技術者 カンリギジュツシャ

																																																		平成　　　年　　　月　　　日 ヘイセイネンツキヒ

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

																												所在地 ショザイチ

																								請負人 ウケオイニン				商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																												代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																						印 シルシ

				　 次のとおり現場代理人等を定めたので、公益財団法人横浜市建築保全公社工事請負契約 ツギゲンバダイリニントウサダコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャコウジウケオイケイヤク

				約款第11条第１項の規定により通知します。 ヤッカンダイジョウダイコウキテイツウチ

				工事名 コウジメイ

				現場代理人 ゲンバダイリニン		氏名 シメイ

						技術者資格等 ギジュツシャシカクトウ

																兼任工事の有無 ケンニンコウジウム

																		（約款第11条第2項工事現場への常駐について、特に発注者が認めた場合） ヤッカンダイジョウダイコウコウジゲンバジョウチュウトクハッチュウシャミトバアイ

																□		無 ナ				□		有 ア

																（兼任工事名） ケンニンコウジメイ

																		1

																		2

				□主任技術者　□監理技術者 シュニンギジュツシャカンリギジュツシャ		氏名 シメイ

						主任技術者 シュニンギジュツシャ

																資格要件　　 シカクヨウケン						（建設業法第７条第２号） ケンセツギョウホウダイジョウダイゴウ

																□		イ．				３年又は５年以上実務経験を有する者で在学中に法令で ネンマタネンイジョウジツムケイケンユウモノザイガクナカホウレイ

																						定める学科を修めた者 サダガッカオサモノ

																□		ロ．				10年以上実務の経験を有する者 ネンイジョウジツムケイケンユウモノ

																□		ハ．				大臣が同等以上の知識及び技術または技能を有すると ダイジンドウトウイジョウチシキオヨギジュツギノウユウ

																						認定した者 ニンテイモノ								（昭和47年建設省告示第352号） ショウワネンケンセツショウコクジダイゴウ

																						（資格内容） シカクナイヨウ

						監理技術者 カンリギジュツシャ

																指定建設業管理技術者証交付番号 シテイケンセツギョウカンリギジュツシャショウコウフバンゴウ

				注：兼任工事の場合は、それぞれの工事の現場代理人選定通知書に兼任工事名を記入する。 チュウケンニンコウジバアイコウジゲンバダイリニンセンテイツウチショケンニンコウジメイキニュウ



&L様式第22号（第16条第４号関係）



