
件名 担当課 入札・見積年月日 落札者 契約金額(円)

平成30年度山下ふ頭暫定利用計画詳細検討業務委託
山下ふ頭再開発

調整課
平成30年12月5日 株式会社オオバ横浜支店 10,476,000

横浜港新本牧ふ頭１期地区外周護岸細部検討業務委託 政策調整課 平成30年12月7日
株式会社オリエンタルコンサルタンツ神
奈川事務所

19,561,500

高度化バスシステム導入に伴う道路詳細設計業務委託 建設第一課 平成30年12月7日 横浜エンジニアリング株式会社 16,499,700

横浜港新本牧ふ頭１期地区外周護岸基本設計業務委託（その２） 政策調整課 平成30年12月11日
パシフィックコンサルタンツ株式会社横
浜事務所

3,996,000

環境に配慮した港湾・物流活動に関する基礎調査業務委託 政策調整課 平成30年12月13日 株式会社長大南関東支店 4,320,000

横浜港新本牧ふ頭１期地区施工計画検討業務委託 政策調整課 平成30年12月13日
中電技術コンサルタント株式会社東京支
社

3,974,400

大黒ふ頭及び新港ふ頭への大型クルーズ客船の着岸に係るオペレー
ション計画及び安全検証検討委託

客船事業推進課 平成30年12月14日 一般社団法人横浜港振興協会 3,002,400

潮位計定期点検委託 保全管理課 平成30年12月17日 株式会社ソニック 2,192,400

新港ふ頭９号岸壁水路測量業務委託 建設第一課 平成30年12月20日 安武測量設計株式会社 3,240,000

横浜港港湾情報システム運用管理業務委託（平成31年２月～３月） 管財第一課 平成30年12月25日
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会
社

8,848,872

平成30年度港湾局委託契約入札結果等
＜12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 最終見積

○ 9,700,000

※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12月5日

平成30年度山下ふ頭暫定利用計画詳細検討業務委託                       

随意契約

発注担当課 山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 10,476,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社オオバ横浜支店



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） 24,150,000

1回目 2回目 最終見積

18,105,000
最低制限価格未満

○ 18,112,500
くじ

18,112,500

18,112,500

18,112,500

18,112,500

24,150,000

25,650,000

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。

株式会社ニュージェック神奈川事務所

復建調査設計株式会社横浜事務所

パシフィックコンサルタンツ株式会社横浜事務所

八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター

いであ株式会社神奈川営業所

日本工営株式会社神奈川事務所

株式会社日本港湾コンサルタント

19,561,500

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

平成30年12月7日

横浜港新本牧ふ頭１期地区外周護岸細部検討業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 18,112,500

株式会社エコー横浜事務所

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 政策調整課 契約金額（円）



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） 20,370,000

1回目 2回目 最終見積

○ 15,277,500
くじ

15,277,500

20,180,000

20,300,000

21,000,000

21,400,000

21,500,000

23,000,000

※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。

株式会社アジア共同設計コンサルタント

日本総合技術開発株式会社

日本土木設計株式会社

株式会社クリエート

株式会社共和技術コンサルタンツ

日本設計株式会社

日本エンジニアリング株式会社

平成30年12月7日

高度化バスシステム導入に伴う道路詳細設計業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 15,277,500

発注担当課 建設第一課 契約金額（円） 16,499,700

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

横浜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

1回目 2回目 最終見積

○ 3,700,000

※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12月11日

横浜港新本牧ふ頭１期地区外周護岸基本設計業務委託（その２）

随意契約

発注担当課 政策調整課 契約金額（円） 3,996,000

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



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

○ 4,000,000

4,030,000

4,470,000

4,500,000

4,950,000

4,960,000

5,150,000

5,350,000

7,400,000

7,700,000

8,000,000

9,800,000

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。

玉野総合コンサルタント株式会社神奈川事務所

平成30年12月13日

環境に配慮した港湾・物流活動に関する基礎調査業務委託

指名競争入札

発注担当課 政策調整課 契約金額（円） 4,320,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

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

株式会社日本港湾コンサルタント

パシフィックコンサルタンツ株式会社横浜事務所

大日本コンサルタント株式会社横浜支店

株式会社建設技術研究所横浜事務所

三洋テクノマリン株式会社横浜営業所

八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター

株式会社アジア共同設計コンサルタント

株式会社東光コンサルタンツ横浜営業所

株式会社オリエンタルコンサルタンツ神奈川事務所

中央復建コンサルタンツ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 最終見積

○ 3,680,000

※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12月13日

横浜港新本牧ふ頭１期地区施工計画検討業務委託

随意契約

発注担当課 政策調整課 契約金額（円） 3,974,400

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

中電技術コンサルタント株式会社東京支社



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

○ 2,780,000

※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12月14日

大黒ふ頭及び新港ふ頭への大型クルーズ客船の着岸に係るオペレーション計画及び安全検証検討委託

随意契約

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 3,002,400

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



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

○ 2,030,000

※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12月17日

潮位計定期点検委託

随意契約

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 2,192,400

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社ソニック



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） 3,130,000

1回目 2回目 最終見積

〇 3,000,000

3,070,000

3,100,000

3,100,000

4,200,000

※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。

エミー測量設計有限会社

株式会社セア・プラス

株式会社創和測量コンサルタンツ

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

安武測量設計株式会社

株式会社川久保企画

発注担当課 建設第一課 契約金額（円） 3,240,000

平成30年12月20日

新港ふ頭９号岸壁水路測量業務委託

公募型指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 2,347,500



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

○ 8,193,400

※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12月25日

横浜港港湾情報システム運用管理業務委託（平成31年２月～３月）

随意契約

発注担当課 管財第一課 契約金額（円） 8,848,872

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社


