
件名 担当課 入札・見積年月日 落札者 契約金額(円)

平成30年度山下ふ頭護岸等検討業務委託
山下ふ頭再
開発調整課

平成30年6月1日 株式会社建設技術研究所 横浜事務所 7,020,000

高度化荷さばき施設基本計画検討業務委託 物流企画課 平成30年6月7日 株式会社シオ政策経営研究所 6,804,000

南本牧埋立工事・第５-２ブロック発生土受入検討業務委託 建設第二課 平成30年6月7日
八千代エンジニヤリング株式会社横浜セ
ンター

12,474,000

中区錦町地内用地嘱託分筆登記等業務委託 管財第一課 平成30年6月8日 長田一彦事務所 1,360,800

大黒ふ頭客船受け入れ施設新築工事に伴う監理業務委託（その２） 保全管理課 平成30年6月11日 株式会社ニュージェック神奈川事務所 12,960,000

新港ふ頭９号岸壁詳細設計業務委託（その３） 建設第一課 平成30年6月19日
株式会社オリエンタルコンサルタンツ神
奈川事務所

1,987,200

港湾土木施設維持管理計画点検業務委託（３０－１） 保全管理課 平成30年6月25日
株式会社オリエンタルコンサルタンツ神
奈川事務所

34,230,600

港湾土木施設維持管理計画点検業務委託（３０－２） 保全管理課 平成30年6月25日
パシフィックコンサルタンツ株式会社横
浜事務所

33,995,700

スカイウォーク補修設計業務委託 保全管理課 平成30年6月29日 首都高技術株式会社 2,257,200

平成30年度港湾局委託契約入札結果等
＜６月実施分＞



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 8,290,000

1回目 2回目 最終見積

5,480,000
最低制限価格未満

5,490,000
最低制限価格未満

5,500,000
最低制限価格未満

5,500,000
最低制限価格未満

5,505,000
最低制限価格未満

5,590,000
最低制限価格未満

5,690,000
最低制限価格未満

5,782,500
最低制限価格未満

6,150,000
最低制限価格未満

○ 6,500,000

6,660,000

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

株式会社ニュージェック神奈川事務所

発注担当課  山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 7,020,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

平成30年6月1日

平成30年度山下ふ頭護岸等検討業務委託                                 

公募型指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 6,217,500

基礎地盤コンサルタンツ株式会社横浜支店

株式会社フジヤマ横浜営業所

株式会社東光コンサルタンツ横浜営業所

パシフィックコンサルタンツ株式会社横浜事務所

中央コンサルタンツ株式会社横浜事務所

株式会社エース神奈川営業所

株式会社中央技術コンサルタンツ南関東支店

日本工営株式会社神奈川事務所

株式会社建設技術研究所横浜事務所

復建調査設計株式会社横浜事務所



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 6,300,000

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

平成30年6月7日

高度化荷さばき施設基本計画検討業務委託

随意契約

発注担当課 物流企画課 契約金額（円） 6,804,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社シオ政策経営研究所



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 11,550,000

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

平成30年6月7日

南本牧埋立工事・第５-２ブロック発生土受入検討業務委託

随意契約

発注担当課 建設第二課 契約金額（円） 12,474,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 1,660,000

1回目 2回目 最終見積

1,200,000
最低制限価格未満

○ 1,260,000
くじ

1,260,000

1,260,000

1,260,000

1,260,000

1,280,000

1,370,000

1,402,500

1,480,000

1,650,000

1,680,000

1,750,000

辞退

辞退

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

大島土地家屋調査士事務所

下浜土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士西剛志事務所

土地家屋調査士椎名弘事務所

土地家屋調査士富塚修事務所

西田徹土地家屋調査士・海事代理士・環境計量士事務所

土地家屋調査士すみや事務所

福島勲土地家屋調査士事務所

石井建爾土地家屋調査士事務所

福本　仁土地家屋調査士事務所

五十嵐土地家屋調査士事務所

柳下正土地家屋調査士事務所

長田一彦事務所

本橋幸司土地家屋調査士事務所

平成30年6月8日

中区錦町地内用地嘱託分筆登記等業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 1,245,000

発注担当課 管財第一課 契約金額（円） 1,360,800

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

アイネット登記測量久徳事務所



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 12,000,000

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

平成30年6月11日

大黒ふ頭客船受け入れ施設新築工事に伴う監理業務委託（その２）

随意契約

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 12,960,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社ニュージェック神奈川事務所



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 1,840,000

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

平成30年6月19日

新港ふ頭９号岸壁詳細設計業務委託（その３）

随意契約

発注担当課 建設第一課 契約金額（円） 1,987,200

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社オリエンタルコンサルタンツ神奈川事務所



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 40,280,000

1回目 2回目 最終見積

〇 31,695,000

31,920,000

31,950,000

35,500,000

35,900,000

37,630,000

42,000,000

44,500,000

45,000,000

49,000,000

49,800,000

50,000,000

辞退

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 34,230,600

平成30年6月25日

港湾土木施設維持管理計画点検業務委託（３０－１）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 30,210,000

株式会社ジェーエステック神奈川営業所

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社オリエンタルコンサルタンツ神奈川事務所

株式会社エース神奈川営業所

株式会社東光コンサルタンツ横浜営業所

株式会社アジア共同設計コンサルタント

日本工営株式会社神奈川事務所

株式会社ニュージェック神奈川事務所

八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター

第一復建株式会社横浜事務所

開発虎ノ門コンサルタント株式会社横浜営業所

株式会社オオバ横浜支店

株式会社高島テクノロジーセンター横浜営業所

日本エンジニアリング株式会社



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 40,260,000

1回目 2回目 最終見積

〇 31,477,500

31,605,000

31,635,000

31,800,000

31,900,000

33,510,000

48,000,000

50,000,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 33,995,700

平成30年6月25日

港湾土木施設維持管理計画点検業務委託（３０－２）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 30,195,000

株式会社復建エンジニヤリング横浜事務所

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

パシフィックコンサルタンツ株式会社横浜事務所

株式会社長大南関東支店

開発エンジニアリング株式会社横浜営業所

日本エンジニアリング株式会社

株式会社アジア共同設計コンサルタント

基礎地盤コンサルタンツ株式会社横浜支店

いであ株式会社神奈川営業所

株式会社高島テクノロジーセンター横浜営業所

中日本建設コンサルタント株式会社神奈川事務所

株式会社建設技術研究所横浜事務所

セントラルコンサルタント株式会社横浜営業所

株式会社ダイヤコンサルタント神奈川事務所



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 2,090,000

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

平成30年6月29日

スカイウォーク補修設計業務委託

随意契約

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 2,257,200

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

首都高技術株式会社


