
件名 担当課 入札・見積年月日 落札者 契約金額(円)

橋梁定期点検業務委託（３０－２） 保全管理課 平成30年9月3日 株式会社アジア共同設計コンサルタント 8,950,500

本牧海づり施設躯体劣化補修工事に伴う実施設計業務委託 保全管理課 平成30年9月3日 横浜市建築設計協同組合 1,998,000

横浜港内地質調査業務委託（その６） 政策調整課 平成30年9月6日 株式会社山下地質コンサルタント 45,360,000

新本牧ふ頭地区基準点等測量業務委託 政策調整課 平成30年9月7日 株式会社創和測量コンサルタンツ 3,790,800

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その５）
山下ふ頭再開発

調整課
平成30年9月11日 株式会社コーエーコンサルタント 10,800,000

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その６）
山下ふ頭再開発

調整課
平成30年9月11日 株式会社ＳＧ補償コンサルタント 17,388,000

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その７）
山下ふ頭再開発

調整課
平成30年9月11日 株式会社用地 24,300,000

大黒ふ頭及び山下ふ頭での客船着岸ふ頭内及び周辺地域設置物作製・
設営等業務委託（平成30年度下半期）

客船事業推進課 平成30年9月13日 株式会社ラウンドロビン 9,999,072

横浜港保安計画設計業務委託 客船事業推進課 平成30年9月18日 株式会社シオ政策経営研究所 12,528,000

みなとみらい地区利便施設等検討業務委託 賑わい振興課 平成30年9月20日 株式会社建設技術研究所 34,128,000

クルーズを通じた地域連携による市内経済活性化促進業務委託 客船事業推進課 平成30年9月21日 一般社団法人横浜港振興協会 8,640,000

みなとみらいさん橋旅客ターミナル地下天井修繕 保全管理課 平成30年9月21日 株式会社ＩＭＣ 7,041,600

クルーズ客船の寄港に伴う消費動向等調査業務委託 客船事業推進課 平成30年9月25日 セントラルコンサルタント株式会社 956,880

横浜港浮体式防災基地底質調査業務委託 建設第一課 平成30年9月27日 株式会社アクアパルス 2,646,000

平成30年度南本牧地内用地分筆嘱託登記等業務委託 管財第一課 平成30年9月28日 回り道測量事務所 5,653,800

平成30年度港湾局委託契約入札結果等
＜９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） 11,040,000

1回目 2回目 最終見積

6,300,000
最低制限価格未満

7,500,000
最低制限価格未満

○ 8,287,500

8,290,000

8,500,000

9,700,000

14,000,000

16,800,000

18,000,000

21,000,000

29,490,000

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。

株式会社高島テクノロジーセンター横浜営業所

株式会社ニュージェック神奈川事務所

日本工営株式会社神奈川事務所

八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター

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）

第一復建株式会社横浜事務所

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

日本エンジニアリング株式会社

株式会社オオバ横浜支店

株式会社エース神奈川営業所

開発虎ノ門コンサルタント株式会社横浜営業所

株式会社オリエンタルコンサルタンツ神奈川事務所

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 8,950,500

平成30年9月3日

橋梁定期点検業務委託（３０－２）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 8,280,000



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

○ 1,900,000 1,850,000

※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9月3日

本牧海づり施設躯体劣化補修工事に伴う実施設計業務委託

随意契約

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 1,998,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

横浜市建築設計協同組合



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） 52,390,000

1回目 2回目 最終見積

〇 42,000,000

42,200,000

42,300,000

43,000,000

43,200,000

44,500,000

45,000,000

47,000,000

49,500,000

※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。

株式会社横浜環境地質

平成30年9月6日

横浜港内地質調査業務委託（その６）

公募型指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 39,292,500

発注担当課 政策調整課 契約金額（円） 45,360,000

株式会社ソイルシステム

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社山下地質コンサルタント

株式会社建設技術コンサルタント

株式会社エヌケー新土木研究所

磐城ボーリング工業株式会社

株式会社国土エンジニア

株式会社神奈川地質

株式会社横浜テクノス



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） 4,680,000

1回目 2回目 最終見積

〇 3,510,000
くじ

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

3,510,000

4,600,000

4,680,000

不参加

※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 政策調整課 契約金額（円） 3,790,800

平成30年9月7日

新本牧ふ頭地区基準点等測量業務委託

公募型指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 3,510,000

安武測量設計株式会社

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社創和測量コンサルタンツ

株式会社ケント技研

ラソス株式会社

株式会社中央工測事務所

株式会社建成社

東京レコン株式会社

礎測量設計株式会社

株式会社川久保企画

港南測量設計株式会社

三和測量株式会社

昭和測量設計株式会社

シグマ測量設計株式会社

株式会社トーアテック

株式会社東栄測量コンサルタント

株式会社アルファ測量設計開発

エミー測量設計有限会社



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） 10,230,000

1回目 2回目 最終見積

〇 10,000,000

10,090,000

10,100,000

10,150,000

10,150,000

10,150,000

10,500,000

10,700,000

11,500,000

※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。

発注担当課 山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 10,800,000

平成30年9月11日

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その５）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 7,672,500

株式会社日本作品研究所

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社コーエーコンサルタント

株式会社広彩コンサルタント

株式会社横浜補償

株式会社用地

株式会社京浜調査設計

株式会社五永建築コンサルタント

株式会社ワイ・エム・補償コンサルタント

株式会社ポニヨン・エンタープライズ



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） 17,920,000

1回目 2回目 最終見積

13,410,000
最低制限価格未満

13,417,500
最低制限価格未満

13,420,000
最低制限価格未満

〇 16,100,000

17,200,000

17,350,000

17,500,000

17,900,000

18,300,000

※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。

発注担当課 山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 17,388,000

平成30年9月11日

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その６）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 13,440,000

株式会社エクサム

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社日本ビルディング

ふれあい都市設計株式会社

創デザイン有限会社

株式会社SG補償コンサルタント

五代コンサルタント株式会社

株式会社ビーシープラニング

株式会社新協コンサルタント

インターサイト株式会社



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） 22,850,000

1回目 2回目 最終見積

〇 22,500,000

22,520,000

22,600,000

22,650,000

22,700,000

22,800,000

23,000,000

23,000,000

24,500,000

※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。

株式会社日本作品研究所

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社用地

株式会社ポニヨン・エンタープライズ

株式会社五永建築コンサルタント

株式会社横浜補償

株式会社京浜調査設計

株式会社広彩コンサルタント

株式会社コーエーコンサルタント

株式会社ワイ・エム・補償コンサルタント

発注担当課 山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 24,300,000

平成30年9月11日

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その７）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 17,137,500



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

○ 9,258,400

18,024,200

辞退

辞退

辞退

辞退

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。

有限会社スタジオニブロール

株式会社テイクフォー

株式会社横浜アーチスト

株式会社横浜メディアアド

ルーデンス株式会社

株式会社旭広告社

株式会社インタープラン

株式会社京急アドエンタープライズ

株式会社ＣＴＵ

株式会社ゼネラルプロモート

平成30年9月13日

大黒ふ頭及び山下ふ頭での客船着岸ふ頭内及び周辺地域設置物作製・設営等業務委託（平成30年度下半期）

指名競争入札

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 9,999,072

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社ラウンドロビン



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

○ 11,600,000

※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9月18日

横浜港保安計画設計業務委託

随意契約

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 12,528,000

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

予定価格(税抜き:円） 31,600,000

1回目 2回目 最終見積

○ 31,600,000

33,000,000

辞退

辞退

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 賑わい振興課 契約金額（円） 34,128,000

平成30年9月20日

みなとみらい地区利便施設等検討業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 23,700,000

株式会社ドーゴン

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社建設技術研究所

八千代エンジニヤリング株式会社

日本工営株式会社

株式会社エイト日本技術開発

パシフィックコンサルタンツ株式会社

株式会社東京建設コンサルタント

中央復建コンサルタンツ株式会社

株式会社ニュージェック



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

○ 8,000,000

※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。

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

一般社団法人横浜港振興協会

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 8,640,000

平成30年9月21日

クルーズを通じた地域連携による市内経済活性化促進業務委託

随意契約



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

○ 6,520,000

※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。

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 7,041,600

平成30年9月21日

みなとみらいさん橋旅客ターミナル地下天井修繕

随意契約

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社ＩＭＣ



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

○ 886,000

2,700,000

3,900,000

7,000,000

辞退

辞退

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。

中央復建コンサルタンツ株式会社横浜営業所

株式会社近代設計横浜営業所

株式会社三菱総合研究所

中央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

パシフィックコンサルタンツ株式会社横浜事務所

株式会社日本能率協会総合研究所横浜事務所

株式会社日本空港コンサルタンツ

株式会社建設技術研究所横浜事務所

八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター

平成30年9月25日

クルーズ客船の寄港に伴う消費動向等調査業務委託

指名競争入札

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 956,880

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

セントラルコンサルタント株式会社横浜営業所



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） 2,470,000

1回目 2回目 最終見積

○ 2,450,000

2,790,000

3,048,000

3,500,000

4,300,000

4,500,000

5,150,000

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 建設第一課 契約金額（円） 2,646,000

平成30年9月27日

横浜港浮体式防災基地底質調査業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 1,852,500

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社アクアパルス

株式会社アジア共同設計コンサルタント

新日本環境調査株式会社

株式会社総合環境分析

復建調査設計株式会社横浜事務所

いであ株式会社神奈川営業所

株式会社トーニチコンサルタント横浜事務所

株式会社復建エンジニヤリング横浜事務所



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） 6,980,000

1回目 2回目 最終見積

4,487,627
最低制限価格未満

5,227,500
最低制限価格未満

○ 5,235,000
くじ

5,235,000

5,242,500

5,242,500

5,242,500

5,242,500

5,242,500

5,242,500

5,280,000

5,280,000

5,280,000

5,324,000

6,370,000

6,550,000
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不参加

※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。

回り道測量事務所

平成30年9月28日

平成30年度南本牧地内用地分筆嘱託登記等業務委託                       

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 5,235,000

発注担当課 管財第一課 契約金額（円） 5,653,800

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

大島土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士椎名弘事務所

福島勲土地家屋調査士事務所

下浜土地家屋調査士事務所

石井建爾土地家屋調査士事務所

五十嵐土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士富塚修事務所

土地家屋調査士佐浦秀己事務所

蓮沼土地家屋調査士事務所

伊藤孝土地家屋調査士事務所

アイネット登記測量久徳事務所

本橋幸司土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士西剛志事務所

栗田宜典土地家屋調査士事務所

佐々木健土地家屋調査士事務所

柳下正土地家屋調査士事務所

西田貴麿土地家屋調査士事務所

西田徹土地家屋調査士・海事代理士・環境計量士事務所

福本　仁土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士すみや事務所

長田一彦事務所


