
件名 担当課 入札・見積年月日 落札者 契約金額(円)

緊急輸送路等路面下空洞調査委託 保全管理課 平成30年10月4日 ジオ・サーチ株式会社 7,527,600

帆船日本丸大規模改修（艤装等修繕） 保全管理課 平成30年10月5日 不調

大黒ふ頭Ｔ-４号上屋地盤沈下調査業務委託 保全管理課 平成30年10月9日 株式会社エスシー・テクニカ 3,348,000

大黒大橋支承取替設計業務委託 保全管理課 平成30年10月11日 株式会社アジア共同設計コンサルタント 11,826,000

南本牧ふ頭護岸定期点検委託（その１１） 建設第二課 平成30年10月15日
開発エンジニアリング株式会社横浜営業
所

6,204,600

大黒ふ頭での客船受入業務委託（平成30年度下半期） 客船事業推進課 平成30年10月17日
横浜港振興協会・神奈川新聞社・ハリマ
ビステム共同事業体

106,683,569

中区新山下三丁目地内用地測量業務委託 管財第一課 平成30年10月19日 株式会社建成社 1,652,400

平成30年度港湾局委託契約入札結果等
＜10月実施分＞



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 終見積

○ 6,970,000

9,560,000

14,740,000

18,000,000

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。

応用地質株式会社横浜支店

平成30年10月4日

緊急輸送路等路面下空洞調査委託

指名競争入札

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 7,527,600

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

ジオ・サーチ株式会社

川崎地質株式会社横浜支店

基礎地盤コンサルタンツ株式会社横浜支店

株式会社パスコ横浜支店

国際航業株式会社神奈川支店

大和探査技術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

1回目 2回目 終見積

※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10月5日

帆船日本丸大規模改修（艤装等修繕）

指名競争入札

発注担当課 保全管理課 契約金額（円）

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

不調



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） 3,424,000

1回目 2回目 終見積

○ 3,600,000 3,100,000

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 保全管理課 契約金額（円） 3,348,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社エスシー・テクニカ

株式会社アミック

平成30年10月9日

大黒ふ頭Ｔ-４号上屋地盤沈下調査業務委託

公募型指名競争入札

低制限価格(税抜き:円) 2,568,000



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） 14,460,000

1回目 2回目 終見積

7,000,000
最低制限価格未満

10,500,000
最低制限価格未満

○ 10,950,000

14,000,000

14,800,000

14,800,000

15,000,000

15,100,000

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。

株式会社丸徳

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

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

株式会社アジア共同設計コンサルタント

株式会社クリエート

株式会社カナコン

横浜エンジニアリング株式会社

日本設計株式会社

株式会社コーセツコンサルタント

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 11,826,000

平成30年10月11日

大黒大橋支承取替設計業務委託

指名競争入札

低制限価格(税抜き:円) 10,845,000



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） 7,660,000

1回目 2回目 終見積

5,660,000
最低制限価格未満

○ 5,745,000

6,700,000

7,400,000

7,660,000

7,800,000

9,800,000

10,000,000

10,000,000

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 建設第二課 契約金額（円） 6,204,600

平成30年10月15日

南本牧ふ頭護岸定期点検委託（その１１）

指名競争入札

低制限価格(税抜き:円) 5,745,000

株式会社高島テクノロジーセンター横浜営業所

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

日本エンジニアリング株式会社

開発エンジニアリング株式会社横浜営業所

株式会社長大南関東支店

セントラルコンサルタント株式会社横浜営業所

パシフィックコンサルタンツ株式会社横浜事務所

基礎地盤コンサルタンツ株式会社横浜支店

株式会社アジア共同設計コンサルタント

いであ株式会社神奈川営業所

中日本建設コンサルタント株式会社神奈川事務所

株式会社ダイヤコンサルタント神奈川事務所

株式会社建設技術研究所横浜事務所

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

1回目 2回目 終見積

○ 98,781,083

※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10月17日

大黒ふ頭での客船受入業務委託（平成30年度下半期）

随意契約

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 106,683,569

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

横浜港振興協会・神奈川新聞社・ハリマビステム共同事業体



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） 2,040,000

1回目 2回目 終見積

1,492,500
最低制限価格未満

○ 1,530,000
くじ

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,530,000

1,537,500

2,040,000

2,040,000

2,040,000

2,040,000

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。

株式会社アルファ測量設計開発

シグマ測量設計株式会社

株式会社東栄測量コンサルタント

株式会社テクノ・サーベイ

株式会社川久保企画

株式会社中央工測事務所

港南測量設計株式会社

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

エミー測量設計有限会社

株式会社トーアテック

昭和測量設計株式会社

東京レコン株式会社

株式会社創和測量コンサルタンツ

株式会社総和技研

礎測量設計株式会社

株式会社建成社

発注担当課 管財第一課 契約金額（円） 1,652,400

平成30年10月19日

中区新山下三丁目地内用地測量業務委託

公募型指名競争入札

低制限価格(税抜き:円) 1,530,000


