
№

1

2

工事担当部署連絡先 641-3122

平成31年4月23日

  積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名 港北小学校サッシ改修工事

契 約 番 号 平成31年4月18日19-2003 開札日

-3,521,982

　正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したとこ
ろ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、
入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、
入札を中止します。
  手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結
し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。

発 注 機 関 公益財団法人横浜市建築保全公社

申立ての内容 回　　答

工事担当部署

　共通仮設費の仮囲い・ガードフェンス
W1800*H1800 ３ヵ月運搬費共の金額が
¥3,184,871の結果でしたが、ガードフェ
ンスW1800*H1800　３ヵ月運搬費共の単
価が¥1,490と考えますと2,137.49mと成
ります。A-33図面からでは９mくらいし
か読み取れません。数量に間違いがある
と思われますので疑義申立て致します。

　工事費内訳書Ｐ23共通仮設費（積上）
明細に仮囲いガードフェンスW1800×
H1800
３ヵ月運搬費共１式とありますが、4月
18日に金入り設計書を閲覧させて頂き１
式 3,184,871円となっておりました。
金額3,184,871円÷単価1,490円（仮囲い
1,420円＋運搬費70円直近の開示単価）
から数量が約2,137mとなりますが、A-33
仮設計画図では、約2,137mに該当する箇
所が不明です。

営繕第一課　建築統括係

項目 誤 正 差額

予 定 価 格
（ 税 抜 ）

共通仮設費（積上）共通費別紙明細に、不要な項目
が計上されていたため、違算がありました。

原設計数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　999㎡
訂正後数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　　0㎡
違算項目数量　 ▲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）999㎡

落 札 候 補 者 Ａ社 Ａ社
候補者に変更は
ありません

入札の取扱い

最低制限価格率
　　　　　93.17396%
　　　※同率を乗じて最低制限価格を算出しています

落 札 金 額 73,840,000 （落札率93.22055％）

79,210,000 75,430,000 -3,780,000

最 低 制 限 価 格
（ 税 抜 ）

73,803,100 70,281,118※ 


	回答書（様式3）


入力シート（契約係・工事担当課共有）

		契約係入力部分 ケイヤク カカリ ニュウリョク ブブン		対象案件 タイショウ アンケン		契約番号 ケイヤク バンゴウ		19

								2003

						工事件名 コウジ ケンメイ		港北小学校サッシ改修工事 コウホク ショウガッコウ カイシュウ コウジ

						開札日 カイサツ ビ		43573.0		落札候補者 ラクサツ コウホシャ		株式会社栗原工務店 カブシキ カイシャ クリハラ コウムテン



						申立内容
理由 モウシタ ナイヨウ リユウ		共通仮設費の仮囲い・ガードフェンス W1800*H1800 3ヵ月運搬費共の金額が\3,184,871の結果でしたが、ガードフェンスW1800*H1800　3ヵ月運搬費共の単価が\1,490と考えますと2,137.49mと成ります。A-33図面からでは９mくらいしか読み取れません。数量に間違いがあると思われますので疑義申立て致します。　 キョウツウ カセツ ヒ カリ カコ ゲツ ウンパン ヒ トモ キンガク ケッカ ゲツ ウンパン ヒ トモ タンカ カンガ ナ ズメン ヨ ト スウリョウ マチガ オモ ギギ モウシタ イタ



						取扱い トリアツカ		　正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。
  手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。 ニュウサツ						←プルダウンリストより選択 センタク

						回答期限予定 カイトウ キゲン ヨテイ		43578.0



		工事担当課入力部分 コウジ タントウ カ ニュウリョク ブブン		違算有無・確認結果・理由 イサン ウム カクニン ケッカ リユウ		工事担当課・係 コウジ タントウ カ カカリ		営繕第一課　建築統括係 エイゼン ダイイチ カ ケンチク トウカツ カカリ				←プルダウンリストより選択 センタク								641-3122

						報告日予定 ホウコク ビ ヨテイ		43577.0

						違算の有・無 イサン アリ ム		有 ア		←プルダウンリストより選択 センタク

						違算の内容
（文書） イサン ナイヨウ ブン ショ		共通仮設費（積上）共通費別紙明細に、不要な項目
が計上されていたため、違算がありました。

原設計数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　999㎡
訂正後数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　　0㎡
違算項目数量　 ▲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）999㎡ キョウツウ カセツ ヒ ツミウエ キョウツウ ヒ ベッシ メイサイ フヨウ コウモク イサン ゲン セッケイ スウリョウ セイ シキ イタ カセツ ザイ テイセイ ゴ スウリョウ イサン コウモク スウリョウ						申立内容に呼応する内容で、簡潔な文書を記入してください。 モウシタテ ナイヨウ コオウ ナイヨウ カンケツ ブンショ キニュウ



						違算確認結果 イサン カクニン ケッカ				確認前 カクニン マエ		確認後 カクニン ゴ

								直接工事費 チョクセツ コウジヒ		57,619,366		57,619,366

								共通仮設費 キョウツウ カセツ ヒ		5,645,316		2,468,496

								現場管理費 ゲンバ カンリヒ		6,436,046		6,243,838

								一般管理費 イッパン カンリヒ		9,509,272		9,098,300

								工事価格 コウジ カカク		79,210,000		75,430,000

		回答書　文書番号 カイトウ ショ ブンショ バンゴウ								回答予定日 カイトウ ヨテイ ビ

				申立人（会社名） モウシタテ ニン カイシャ メイ				代表者役職 ダイヒョウシャ ヤクショク		代表氏名 ダイヒョウ シメイ		申立書受理日 モウシタテ ショ ジュリ ビ

		1		馬淵建設株式会社 マブチ ケンセツ カブシキ カイシャ				代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		馬淵　圭雄 マブチ ケイ オス		43574.0				代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク

		2		株式会社　ＮＢ建設 カブシキ カイシャ ケンセツ				代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク		仙頭　　靖夫 セン アタマ ヤスオ		43574.0				代表取締役社長 ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ

		3														取締役社長 トリシマリヤク シャチョウ

		4

		5

		6

		7

		8

		9												人数 ニンズウ

		10												2



積算金額を記入



疑義報告書（工事担当課→契約係）

																																				営繕部長 エイゼン ブチョウ						工　事　担　当　課 コウ コト タン トウ カ

																																										課長 カチョウ				係長 カカリ チョウ				担　当 タン トウ







																																						43577.0





		積算疑義申立てについて（報告）





		　次の工事について積算疑義申立てがありましたので、報告します。 セキサン ギギ モウシタ ホウコク



		工 事 件 名										港北小学校サッシ改修工事

		契 約 番 号										19-2003																開 札 日 カイ サツ ビ										43573.0

		工事担当部署 ブショ										営繕第一課　建築統括係

		申  立  人 サル タチ ニン										馬淵建設株式会社														ほか1者



		違算の有無 イサン ウム										有



		違算の内容 イサン ナイヨウ										共通仮設費（積上）共通費別紙明細に、不要な項目
が計上されていたため、違算がありました。

原設計数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　999㎡
訂正後数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　　0㎡
違算項目数量　 ▲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）999㎡







		違算の確認結果 イサン カクニン ケッカ												確　認　前 アキラ シノブ マエ														確　認　後 アキラ シノブ アト														差引額 サシヒキ ガク

		直接工事費 チョクセツ コウジヒ												57,619,366														57,619,366														0

		共通仮設費 キョウツウ カセツ ヒ												5,645,316														2,468,496														(3,176,820)

		現場管理費 ゲンバ カンリヒ												6,436,046														6,243,838														(192,208)

		一般管理費 イッパン カンリヒ												9,509,272														9,098,300														(410,972)

		工事価格 コウジ カカク												79,210,000														75,430,000														(3,780,000)



		入札の取扱い案 ニュウサツ トリアツカ アン										　正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。
  手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。













回答書（様式3）

																																										43578.0

Windows ユーザー: HP用のＰＤＦでは、
文字色を黒に戻す。



		  積算疑義申立てについての回答





				工 事 件 名										港北小学校サッシ改修工事

				契 約 番 号										19-2003																開札日 カイサツ ビ										43573.0

				発 注 機 関 ハッ チュウ キ セキ										公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキ ザイダン ホウジン ヨコハマシ ケンチク ホゼン コウシャ

				工事担当部署 ブショ										営繕第一課　建築統括係																工事担当部署連絡先 コウジ タントウ ブショ レンラク サキ												641-3122

				№		申立ての内容																						回　　答

				1		　共通仮設費の仮囲い・ガードフェンス W1800*H1800 ３ヵ月運搬費共の金額が\3,184,871の結果でしたが、ガードフェンスW1800*H1800　３ヵ月運搬費共の単価が\1,490と考えますと2,137.49mと成ります。A-33図面からでは９mくらいしか読み取れません。数量に間違いがあると思われますので疑義申立て致します。　																						共通仮設費（積上）共通費別紙明細に、不要な項目
が計上されていたため、違算がありました。

原設計数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　999㎡
訂正後数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　　0㎡
違算項目数量　 ▲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）999㎡																												←申立て内容の個数に応じて欄を削除・追加 モウシタ ナイヨウ コスウ オウ ラン サクジョ ツイカ

				2		　工事費内訳書Ｐ23共通仮設費（積上）明細に仮囲いガードフェンスW1800×H1800
３ヵ月運搬費共１式とありますが、4月18日に金入り設計書を閲覧させて頂き１式 3,184,871円となっておりました。
金額3,184,871円÷単価1,490円（仮囲い1,420円＋運搬費70円直近の開示単価）から数量が約2,137mとなりますが、A-33仮設計画図では、約2,137mに該当する箇所が不明です。 コウジ ヒ ウチワケショ キョウツウ カセツ ヒ ツミア メイサイ カリガコ ゲツ ウンパン ヒ トモ シキ ガツ ニチ キン イ セッケイショ エツラン イタダ シキ エン キンガク エン タンカ エン カリ カコ エン ウンパン ヒ エン チョッキン カイジ タンカ スウリョウ ヤク カセツ ケイカク ズ ガイトウ カショ フメイ



				入札の取扱い ニュウサツ トリアツカ														　正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。
  手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。

																																																								←		列の幅を調整 レツ ハバ チョウセイ



																				項目 コウモク										誤 ゴ								正 セイ								差額 サガク

																				予定価格
（税抜） ヨテイ カカク ゼイヌキ										79,210,000								75,430,000								-3,780,000

																				最低制限価格
（税抜） サイテイ セイゲン カカク ゼイ ヌ										73,803,100								70,281,118								-3,521,982

																				最低制限価格率 サイテイ セイゲン カカク リツ										　　　　　93.17396%
　　　※同率を乗じて最低制限価格を算出しています

																				落札金額 ラクサツ キンガク										73,840,000								（落札率93.22055％） ラクサツ リツ

																				落札候補者 ラクサツ コウホシャ										Ａ社 シャ								Ａ社 シャ								候補者に変更は
ありません コウホシャ ヘンコウ





※



回答書鑑（様式2）



																																																						建保公 ケン ホ コウ						第 ダイ		46				号 ゴウ

																																																						43578.0



		馬淵建設株式会社 マブチ ケンセツ カブシキ カイシャ

Windows ユーザー: 申立人ごとに印刷

・社名・職名・代表者名

		代表取締役										馬淵　圭雄



																																												公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキ 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										二　宮　　智　美 ニ ミヤ サトシ ビ







		積算疑義申立てについて（回答）









				43574.0

Windows ユーザー: Windows ユーザー:
		

Windows ユーザー: 申立人ごとに印刷

・社名・職名・代表者名																		をもって申立てのあった積算疑義について、別添のとおり回答します。



																																																						建保公 ケン ホ コウ						第 ダイ		46				号 ゴウ

																																																						43578.0



		株式会社　ＮＢ建設 カブシキ カイシャ ケンセツ

Windows ユーザー: 申立人ごとに印刷

・社名・職名・代表者名

		代表取締役										仙頭　　靖夫



																																												公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキ 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										二　宮　　智　美 ニ ミヤ サトシ ビ







		積算疑義申立てについて（回答）









				43574.0

Windows ユーザー: Windows ユーザー:
		

Windows ユーザー: 申立人ごとに印刷

・社名・職名・代表者名																		をもって申立てのあった積算疑義について、別添のとおり回答します。

















起案（回答書）

				起　　案　　用　　紙 オ アン ヨウ カミ

																																																				整理番号(契約番号）　　　　　　 セイリ バンゴウ ケイヤク バンゴウ																2003

				 決裁（確認）者 ケッサイ カクニン シャ														■		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センム リジ										□		常務理事 ジョウム リジ								□		部　長 ブ チョウ										□		課　　　  長  カ チョウ

				43577.0																								■		起案 オ アン										□		供覧 トモ ラン								文書番号 ブンショ バンゴウ										第 ダイ				46								号  ゴウ

				 平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツ サバ マタ キョウラン ズ																						主 管 課 シュ カン カ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サク シゲル トシ タビ														分　　　　　類 ブン タグイ														保 存 期 間 タモツ ゾン キ アイダ														追　　番　　号 オ バン ゴウ														廃 棄 年 度 ハイ ス トシ タビ

				 平成 ヘイセイ						3		1		年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ												5				年 ネン								3								 平成 ヘイセイ						3		7		年度  ネンド

																				6								2

				 件名 ケンメイ

								港北小学校サッシ改修工事に対する積算疑義申立ての回答について





				 処理案 ショリアン

								次のとおり処理します。 ツギ ショリ





				 特記事項 トッキ ジコウ

				 施行（実施）予定日 セコウ ジッシ ヨテイビ																43578.0																										 経費支出 ケイヒ シシュツ										■		あ　り								□		な　し

				 理　事　長 リ コト チョウ								月 ゲツ				日 ニチ		 専務理事 センム リジ								月 ゲツ				日 ニチ		 常務理事 ジョウム リジ								月 ゲツ						 部　　長 ブ チョウ								月 ゲツ				日 ニチ		 文書管理者 ブンショ カンリシャ

																																														営繕部長 エイゼン ブチョウ

																																																												 文書主任 ブンショ シュニン

																																														総務部長 ソウム ブチョウ

																																																												 公印承認 コウイン ショウニン

																																																												（各１箇所） カク カショ

																		 課　　 長 カ チョウ								月 ツキ				日 ヒ		 係　　長 カカリ チョウ								月				日		 係　　員 カカリ イン								月				日		 起 案 者 オ アン モノ								月				日

																		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

						主管課 シュカン カ

																																庶務係長 ショム カカリチョウ









						合議 ゴウギ







				公益財団法人横浜市建築保全公社起案用紙 コウエキ ザイダンホウジン ヨコハマシ ケンチク ホゼン コウシャ キアン ヨウシ																																																																				（Ａ４）



		1				趣旨 シュシ



						港北小学校サッシ改修工事について積算疑義申立て書の提出が2者よりありました。

				見直しの結果、違算がありましたが、落札候補者に変更が無いため、「工事請負契約の入札に係る積算疑義 ミナオ ケッカ イサン ラクサツ コウホシャ ヘンコウ ナ コウジ

				申立て手続に関する取扱要綱」第５条第２項第２号に基づき入札を有効とし入札事務を続行します。 ダイ コウ ダイ ゴウ ニュウサツ ユウコウ ニュウサツ ジム ゾッコウ

				　これに伴い、同要綱第４条に基づき、申立てに対する確認結果を回答します。 ドウ ヨウコウ ダイ ジョウ モト モウシタ タイ カクニン ケッカ カイトウ

				　また、ホームページに掲載します。



		2				案件 アンケン



				(1)				契約番号 ケイヤク バンゴウ												19-2003

				(2)				工事名 コウジ メイ												港北小学校サッシ改修工事

				(3)				開札日 カイサツ ビ												43573.0

				(4)				落札候補者 ラクサツ コウホシャ												株式会社栗原工務店

				(5)				工事担当部署 コウジ タントウ ブショ												営繕第一課　建築統括係



		3				申立人 モウシタテ ニン												（積算疑義申立て書別添） セキサン ギギ モウシタ ショ ベッテン



				(1)				人数 ニンズウ										2者

				(2)				申立人リスト モウシタテ ニン



										申立人（会社名） モウシタテ ニン カイシャ メイ																														代表者役職 ダイヒョウシャ ヤクショク										代表氏名 ダイヒョウ シメイ												申立書受理日 モウシタテ ショ ジュリ ビ

								1		馬淵建設株式会社																														代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク										馬淵　圭雄												43574.0

								1		株式会社　ＮＢ建設																														代表取締役 ダイヒョウ トリシマリヤク										仙頭　　靖夫												43574.0



		4				積算疑義報告書 セキサン ギギ ホウコクショ																				（別添のとおり） ベッテン



		5				回答書及び入札取扱い案 カイトウショ オヨ ニュウサツ トリアツカ アン																				（別添のとおり） ベッテン



				(1)				違算の有無 イサン ウム												有

				(2)				入札取扱い案 ニュウサツ トリアツカ アン												　正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。
  手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。

				(3)

Windows ユーザー: 違算無しの場合は、行を隠す！				違算の内容 イサン ナイヨウ												共通仮設費（積上）共通費別紙明細に、不要な項目
が計上されていたため、違算がありました。

原設計数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　999㎡
訂正後数量　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）　　0㎡
違算項目数量　 ▲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板（仮設材）999㎡



				(4)

Windows ユーザー: 違算無しの場合は、行を隠す！				その他 タ												項目 コウモク														誤 ゴ														正 セイ														差額 サガク

																				予定価格 ヨテイ カカク														79,210,000														75,430,000														(3,780,000)

																				最低制限価格 サイテイ セイゲン カカク														73,803,100														70,281,118														(3,521,982)

																				最低制限価格率 サイテイ セイゲン カカク リツ														93.17396%

																				落札候補者 ラクサツ コウホシャ														Ａ社 シャ														Ａ社 シャ														変更無し ヘンコウ ナ

																				落札金額 ラクサツ キン ガク														73,840,000														70,316,260														(3,523,740)

																				落札率 ラクサツ リツ														93.22055%

																				契約金額 ケイヤク キンガク														79,747,200														75,941,560														(3,805,640)



		6				回答方法 カイトウ ホウホウ										郵送 ユウソウ



		7				回答予定日 カイトウ ヨテイ ビ										43578.0









Sheet2

		工事担当課 コウジ タントウ カ						違算有・無 イサン アリ ム		取扱い トリアツカ

								有 ア		当該入札を無効として、入札を中止します。 トウガイ ニュウサツ ムコウ ニュウサツ チュウシ

		営繕第一課　建築統括係 エイゼン ダイイチ カ ケンチク トウカツ カカリ								　正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。
  手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。 ニュウサツ

		営繕第二課　建築係 エイゼン ダイニ カ ケンチク カカリ

		設備課　電気係 セツビ カ デンキ カカリ						無 ナ		違算はありませんでしたので、
当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。 イサン トウガイ ニュウサツ ユウコウ ジム テツヅ ケイゾク

		設備課　機械係 セツビ カ キカイ カカリ

		技術管理課　企画調整係 ギジュツ カンリカ キカク チョウセイ カカリ

		技術管理課　技術管理係 ギジュツ カンリカ ギジュツ カンリ カカリ

		連絡先 レンラクサキ

		営繕第一課　建築統括係 エイゼン ダイイチ カ ケンチク トウカツ カカリ		641-3122

		営繕第二課　建築係 エイゼン ダイニ カ ケンチク カカリ		641-3125

		設備課　電気係 セツビ カ デンキ カカリ		663-8031

		設備課　機械係 セツビ カ キカイ カカリ		663-8032

		技術管理課　企画調整係 ギジュツ カンリカ キカク チョウセイ カカリ		306-7276

		技術管理課　技術管理係 ギジュツ カンリカ ギジュツ カンリ カカリ		306-5217
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  積算疑義申立てについての回答


工 事 件 名�


港北小学校サッシ改修工事


契 約 番 号�


19-2003


