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災害時における道路災害応急対策業務に関する
協定締結に係る技術資料作成要領

１．協定区間および業務内容
協定区間は次の１９区間とする。（別紙対象区間図のとおり）

１）国道２０号 大月出張所管内
自）上野原市井戸尻～ 至）大月市富浜町鳥沢 Ｌ＝１４．０６４ｋｍ

２）国道２０号 大月出張所管内
自）大月市富浜町鳥沢～ 至）大月市初狩町下初狩 Ｌ＝１２．２００ｋｍ

国道２０号大月ＢＰ
自）大月市駒橋～ 至）大月市大月二丁目 Ｌ＝１．５ｋｍ

３）国道２０号 大和国道出張所管内
自）大月市初狩町下初狩～ 至）甲州市大和町初鹿野 Ｌ＝１３．５５０ｋｍ

４）国道２０号 大和国道出張所管内
自）甲州市大和町初鹿野～ 至）笛吹市石和町広瀬 Ｌ＝１７．６１０ｋｍ

５）国道２０号 甲府出張所管内
自）笛吹市石和町広瀬～ 至）甲斐市富竹新田 Ｌ＝９．０４ｋｍ

１４）国道２０号 甲府出張所管内
自）甲斐市富竹新田～至）甲斐市竜王 Ｌ＝３．８３０ｋｍ

国道５２号 甲府出張所管内
自）甲斐市竜王～ 至）甲府市丸ノ内３丁目 Ｌ＝５．４１０ｋｍ

６）国道２０号 甲府出張所管内
自）甲斐市竜王～ 至）韮崎市円野町上円井 Ｌ＝１５．４００ｋｍ

７）国道２０号 甲府出張所管内
自）韮崎市円野町上円井～ 至）長野県諏訪郡富士見町落合 Ｌ＝１４．８１０ｋｍ

８）国道５２号 峡南国道出張所管内
自）南巨摩郡南部町万沢～ 至）南巨摩郡南部町塩沢 Ｌ＝１４．７３８ｋｍ

９）国道５２号 峡南国道出張所管内
自）南巨摩郡南部町塩沢～ 至）南巨摩郡身延町相又 Ｌ＝１０．２００ｋｍ

１０）国道５２号 峡南国道出張所管内
自）南巨摩郡身延町相又～ 至）南巨摩郡身延町下山 Ｌ＝９．８４０ｋｍ

１１）国道５２号 峡南国道出張所管内
自）南巨摩郡身延町下山～ 至）南巨摩郡身延町西島 Ｌ＝９．２６０ｋｍ

１２）国道５２号 峡南国道出張所管内
自）南巨摩郡身延町西島～ 至）南巨摩郡増穂町長沢 Ｌ＝１０．６００ｋｍ

国道５２号甲西ＢＰ
自）南巨摩郡鰍沢町鰍沢～ 至）南アルプス市和泉 Ｌ＝３．９９４ｋｍ

１３）国道５２号 甲府出張所管内
自）南巨摩郡増穂町長沢～ 至）韮崎市韮崎町（舟山橋北詰） Ｌ＝１４．２１５ｋｍ

１５）国道５２号甲西ＢＰ 甲府出張所管内
自）南巨摩郡増穂町青柳町～ 至）甲斐市下今井 Ｌ＝１４．１７９ｋｍ
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１６）国道１３８号 富士吉田国道出張所管内
自）富士吉田市上吉田字上町～ 至）南都留郡山中湖村大字山中 Ｌ＝１４．２００ｋｍ

１７）国道１３９号 富士吉田国道出張所管内
自）南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺～ 至）南都留郡富士河口湖町小立 Ｌ＝２０．４００ｋｍ

１８）国道１３９号 富士吉田国道出張所管内
自）南都留郡富士河口湖町小立～ 至）富士吉田市上吉田上町 Ｌ＝５．２００ｋｍ

国道１３９号
自）富士吉田市上吉田新田～ 至）南都留郡西桂町小沼 Ｌ＝６．５００ｋｍ

１９）国道１３９号 大月出張所管内
自）南都留郡西桂町小沼～ 至）大月市大月二丁目 Ｌ＝１３．２５０ｋｍ

国道１３９号都留ＢＰ
自）都留市上谷６丁目～ 至）都留市法能 Ｌ＝２．４１０ｋｍ

なお、業務内容については、別冊協定書（案）のとおりとする。

２．技術資料の提出を求める対象者

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第７０条及び第
７１条の規定に該当しない者であること。

（２）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）平成２１・２２年度一般競争（指名競争）入札参加資格
業者のうち一般土木工事、維持修繕工事、アスファルト舗装工事のいずれかに認定されている者であ
ること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、関東地方整備局長（以下「局長」という。）が別に定める手続きに基づ
く一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定を受けていること。）。

（３）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（４）山梨県内の以下に示す市町村に建設業法に基づく本店を有すること。

１）大月出張所管内の協定締結を希望する会社
上野原市、大月市、都留市、甲州市、笛吹市、西桂町、富士吉田市、富士河口湖町、忍野村、
山中湖村

２）大和出張所管内の協定締結を希望する会社
大月市、都留市、西桂町、甲州市、笛吹市、甲府市、甲斐市、昭和町、中央市、芦川村、山梨市、
富士河口湖町、富士吉田市

３）甲府出張所管内の協定締結を希望する会社
笛吹市、甲州市、山梨市、甲府市、甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、北杜市、市川三郷町、
鰍沢町、増穂町、南アルプス市、身延町、芦川村

４）峡南出張所管内の協定締結を希望する会社
南部町、身延町、早川町、鰍沢町、増穂町、市川三郷町、中央市、南アルプス市、甲府市、
昭和町、甲斐市、韮崎市

５）富士吉田国道出張所管内の協定締結を希望する会社
身延町、市川三郷町、中央市、甲府市、笛吹市、富士河口湖町、芦川村、鳴沢村、富士吉田市、
忍野村、山中湖村、西桂町、都留市、大月市、道志村
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（５）平成８年４月１日以降に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件
を満たす同種工事の施工実績を有すること。
（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合のものに限る。）

（ｱ）道路工事
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の

工事を含み、港湾空港関係を除く。）に係るものにあっては、評定点合計（工事成績評定通知書の記
４．成績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあっては、修正評定点）をいう。）が６５点未
満のものを除く。

また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実
績として認める。

（６）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）発注工事で、当該工事工種における過去２年間の工事成
績評定点の平均点が２年連続で６０点未満でないこと。

（７）申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る指名
停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けてい
ないこと。

（８）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交
通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

３．技術資料の内容

作成する技術資料の内容は、次表のとおりとし、記載内容を証明する資料として、以下の①～②の書類を
提出すること。

① 次表（２）～（４）の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し。
なお、契約書の写しは工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分のみでよい。

ただし、財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス（以下「ＣＯＲＩＮＳ」という。）
に登録されている場合は契約書の写しを提出する必要はない。この場合、登録されていることが確認で
きること。

② 次表（２）～（４）の施工実績として記載した工事が平成８年４月１日以降に完成した大臣官房官庁
営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）
である場合は、当該工事に係る工事成績評定通知書の写し。

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項

（１）協定締結希望区間 ①希望管内（区間番号）を記載すること（複数記載可）
記載様式は様式－１とする。

（２）同種工事の施工実績 ① 平成８年４月１日以降に、関東地方整備局管内で元請けとして完成
・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有するこ

と。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場
合のものに限る。）

（ｱ）道路工事
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所

掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）
に係るものにあっては、評定点合計（工事成績評定通知書の記４．成
績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあっては、修正評定点）
をいう。）が６５点未満のものを除く。

また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分
担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
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（３）近隣地域内工事の ① 平成１１年４月１日以降（過去１０年間）に、元請けとして完成・
施工実績 引渡しが完了した工事６千万円以上の工事（一般土木工事、維持修繕

工事又はアスファルト舗装工事）の施工実績があれば１件記載する。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所

掌の工事（旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。）
に係るものにあっては、評定点合計が６５点未満のものを除く。

② 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率が２０％以上
の工事に限る。

③ 施工実績は、（２）③及び④に掲げる内容について留意すること。
④ 記載様式は様式－３とする。

（４）災害応急復旧工事の ① 平成１１年４月１日以降（過去１０年間）に、元請けとして完成・
施工実績 引き渡しが完了した関東地方整備局管内における災害応急復旧工事

（災害復旧工事は含まない。いわゆる緊急災をいう。災害協定によ
り出動し工事契約を締結したものは含む。）の施工実績があれば１
件記載する。

② 施工実績は、（２）③及び④に掲げる内容について留意すること。
③ 記載様式は様式－４とする。

（５）資格保有者 ① 一級土木施工管理技士及び二級土木施工管理技士の資格保有者全員
の氏名、生年月日、住所（市町村まで）を記載する。

② 記載様式は様式－５とする。
③ 合わせてＡ４の用紙に資格証及び社員証の写し（１枚に複数複写

可）して提出する。

（６）他事務所及び他機関 ① 災害時応急復旧（河川・道路・その他）に関して他事務所及び他
との災害時応急復旧 機関との協定又は覚書等の締結（取り交わし）の有無、その協定又
協定締結状況 は覚書等の名称と相手名、有効期限等を記載する。複数あればすべ

て記載すること。なお、提出された協定書の写しにおいて、技術資料
の提出期限日における当該協定の有効性が証明できなければ実績とし
て認めない。

② 記載様式は様式－６とする。ない場合は、無しに○を付けて提出
すること。

（７）建設機械の状況 ① 災害時に使用可能な自社又は契約会社（リース契約済含む）の建設
機械を記載する。

② 記載様式は様式－７とする。

（８）「難工事」施工実績 ①「難工事」施工実績について、様式－８に記載すること。
ただし、平成１８年６月１日以降に「難工事」指定された工事で、評
定点合計が７０点以上の実績について評価する。経常建設共同企業体
にあっては、全ての構成員に「難工事」の実績があれば、それぞれの
実績を記載する。

４．技術資料の提出

（１）技術資料作成要領の交付
技術資料作成要領を協定の締結希望者に以下のとおり交付する。
１）交付期間： 平成２１年７月１７日（金）から平成２１年７月２９日（水）までの土曜日、日

曜日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分（１２時１５分～１３時を
除く）までとする。
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２）交付場所： ①.関東地方整備局 甲府河川国道事務所 道路管理第二課
〒４００－８５７８山梨県甲府市緑が丘１－１０－１
℡０５５－２５２－８８９９

②.甲府河川国道事務所 ホームページ
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/

（２）技術資料の作成及び提出
１）技術資料は、技術資料作成要領に示す様式及び留意事項等に基づき作成すること。
２）技術資料は、次にに記載する受付期間及び受付場所に持参あるいは郵送するものとし、メー

ル又は電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。（郵送の場合は、表に「技術資料在中」
と記載し、受付期間に必着とする。）

・受付期間：平成２１年７月１７日（金）から平成２１年７月２９日（水）までの土曜日、日曜
日及び祝日を除く毎日、８時３０分から１７時１５分（１２時１５分～１３時を除
く）までとする。

・受付場所：交付場所に同じ

（３）提出書類は、表紙を１頁とした通し番号を付すとともに全頁数を表示し、「袋綴じ」で１部提出
すること。（頁の例：１／○○～○○／○○）

（４）技術資料の提出の際には、返信用封筒として、表に技術資料提出者の郵便番号・住所・氏名を
記載した長３号封筒（切手は不用）を提出すること。

５．技術資料の審査に関する事項
技術審査における評価項目及び選定の着目点は以下のとおりとする。

（１）企業の技術力
下記における評価項目についてそれぞれ評価を行い、各々評価点を算出する。なお、評価項目毎に

おける評価点の 高点の合計を７７点とする。

評価項目 評価基準 評価点

〔企業の施工能力〕
工事成績 ８０点以上 １０

当該工種で過去２年間の ７５点以上８０点未満 ５
工事成績評点の平均点 ７０点以上７５点未満 ２
「関東地方整備局（港湾空 ７０点未満（含実績なし） ０
港関係を除く。）発注工事 ２年連続平均点が６０点未満 欠格
の当該工種工事における平
成１９年４月１日より平成
２１年３月３１日までに完
成した工事の工事成績」

工事成績（評価点減点） ６５点未満あり －１０
「技術資料の提出期限月か
ら過去１年の間で、過去に ６５点未満無し ０
行われた減点試行対象工事
において工事成績評定点が
６５点未満と通知された当
該工種工事の有無」
優良工事表彰 局長表彰あり ５
当該工種での過去３年間の 事務所長表彰あり ３
優良工事表彰の有無
「関東地方整備局(港湾空 表彰の実績無し ０
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港関係を除く。)発注工事
の当該工種工事における平
成１８年度より平成２０年
度までに表彰を受けた優良
工事表彰の有無」
各年度でそれぞれ表彰を受
けていれば、それぞれ加算
する（ 大１５点）。

安全管理優良請負者表彰 表彰あり ５
（継続中業者全て） 表彰無し ０
（関東地整発注）

イメージアップ優良工事表 表彰あり ２
彰 表彰無し ０
当該工種での過去３年間の
表彰「関東地方整備局(港
湾空港関係を除く。)発注
工事の当該工種工事におけ
る平成１８年度より平成２
０年度までに表彰を受けた
イメージアップ表彰の有
無」
各年度でそれぞれ表彰を受
けていれば、それぞれ加算
する（ 大６点）。

工事成績優秀企業認定 認定あり ５
「申請書及び資料の提出期 認定なし ０
限日における有効な認定の
有無（関東地方整備局長が
平成１８年度から平成２０
年度に認定したものに限
る。）」。過去３年間複数
認定を受けていれば、それ
ぞれ加算する
（ 大１５点）。

コスト縮減工事表彰 表彰あり ２
当該工種での過去３年間の 表彰無し ０
表彰「関東地方整備局（港
湾空港関係を除く。）発注
工事の当該工種における平
成１８年度より平成２０年
度までのコスト縮減表彰の
有無」。各年度でそれぞれ
表彰を受けていれば、それ
ぞれ加算する
（ 大６点）。
事故及び不誠実な行為 文書注意 －８

口頭注意 －４
なし ０
修補請求による修補を実施中である －８
契約締結辞退の翌日から指名停止を受けるまでの期間 －８
である

「難工事｣施工実績の評価 施工実績あり ５
平成１８年６月１日以降 施工実績なし ０

に関東地方整備局(港湾空
港関係を除く。)発注工事
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において「難工事」指定
された工事の施工実績の有
無。ただし、評価点の合計

が７０点以上の工事につ
いて評価する。

災害応急復旧工事等の施工 施工実績あり ５

実績（様式－４） 施工実績無し ０
過去１０年間の施工実績
「平成１１年４月１日以降
に完成し引渡しが完了した
施工実績」
※災害復旧工事は除く

資格保有者数 ６０人以上 ５

（様式－５－１，２） ３０人以上 ３
１級及び２級土木施工管理 １０人以上 １
技士の資格保有者数 １０人未満 ０
災害時の出勤可能な建設機 常時１０台以上 ５
械保有台数（契約会社分を 常時１０台未満 ０
含む。）

（様式－７）
他機関との応急復旧業務に ３機関以上と締結 －３
関する協定締結数 ２機関と締結 －２

（様式－６） １機関と締結 － 1
締結協定無し ０

（２）企業の信頼性社会性
下記における評価項目についてそれぞれ評価を行い、各々評価点を算出する。なお、評価項目に毎

における評価点の 高点の合計を２点とする。

評価項目 評価基準 評価点

〔地域精通度〕
地理的条件１（近隣地域で 施工実績あり ２
の施工実績）過去１０年間 施工実績無し ０
の施工実績
（様式－３）

（３）申請書及び資料の作成説明会は開催しない。

６．協定締結者の選定
（１）協定締結を希望する区間の１箇所または希望を明記の複数箇所について技術資料を提出できるもの

とするが、復旧活動の確実性の観点から協定区間は１社１区間を基本とする。

（２）技術資料に基づき、資格の有無を判断し、資格を有する者の中から協定締結希望区間の重複を考慮
競争）入札参加資格における名簿順位を考慮した技術審査結果により協定締結者を特定する。

（３）したがって、締結者の選定において、様式‐１により提出された協定締結希望区間の優先順位は反
映されない場合もある。

（４）選定結果についての通知は、平成２１年８月１９日（水）を予定している。



- 8 -

７．非締結理由の説明

（１）「災害時における応急復旧・応急対応等に関する協定」を結ばなかったときは、書面により結ば
なかった理由を（以下「非締結理由」という）を通知（郵送）します。

（２）非締結者のうち、締結決定結果に対して不服がある者は、締結決定の公表を行った日の翌日から
起算して５日（休日を含まない）以内に紙により、関東地方整備局甲府河川国道事務所長に対して
非締結理由についての説明を求めることができる。

（３）（２）の非締結理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる 終日の翌日
から起算して５日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。

８．実施上の留意事項

（１）技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

（２）提出された技術資料は、技術審査及び協定締結者選定審査以外に提出者に無断で使用しない。

（３）提出された技術資料は返却しない。

（４）技術資料に嘘偽の記載をした者は、協定締結者としない。また、嘘偽の記載をした者を協定締結者
としていた場合には、協定を取り消す。（建築機械・資器材・資格保有者等に関する締結後の小規模
な変動は対象外）

（５）提出された技術資料の差し替えは、誤記の訂正等軽微なものに限り、提出の日を含め３日（休日
を含まない）以内とする。

（６）技術資料の作成に関する問い合わせ先は次のとおりとする。
・問い合わせ先：関東地方整備局 甲府河川国道事務所 道路管理第二課

℡０５５－２５２－８８９９
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災害時のおける道路災害応急対策業務に関する協定書

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所長 矢崎 剛吉（以下
「甲」という。）と、○○建設株式会社 取締役社長 ○○ ○○（以下「乙」
という。）とは、災害時における甲府河川国道事務所道路所管施設の災害応急
対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は、地震・大雨等の異常な自然現象及び予期できない災害等

の場合に、甲が管理する道路施設において発生した災害の応急対策業務（以
下「業務」という。）に関し、これに必要な建設機械、資材及び労力等（以下
「建設資機材等」という。）について、甲と乙双方がその確保及び動員の方法
を定め、被害の拡大防止と被害施設の早期復旧に資することを目的とする。

（業務の実施区間）
第２条 業務の実施区間は、別紙の甲府河川国道事務所の○○出張所○○区間と

する。（別図参照）

（業務の実施体制）
第３条 甲は、道路に災害が発生し応急対策が必要と認めるときは書面又は電話

等の方法により乙に出動を要請することができるものとする。

２．乙は、要請を受けた場合、現場責任者を定め、直ちに被災状況の把握と
報告並びに甲の指示による業務を実施するものとする。

（業務の指示）
第４条 業務の指示は、甲又は担当する出張所長（以下「出張所長」という。）

が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。

（業務の完了）
第５条 乙又は第３条第２項で定めた現場責任者は業務を完了したとき電話等

の方法により、直ちに 出張所長へその旨を報告するものとする。

（業務の実施報告）
第６条 乙は、業務が完了したときは、作業開始時刻、作業完了時刻及び使用

した建設資材等を速やかに報告するものとする。

（契約の締結）
第７条 甲は、第３条第１項により乙に出動を要請したときは、遅滞なく工事

請負契約を締結するものとする。
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（建築資材等の提供）
第８条 甲及び乙は、この覚書に基づく災害の応急復旧に関しそれぞれから要

請があったときは、特別な理由がない限り相互に建築資材を提供するものと
する。

（建築資機材の報告、提供）
第９条 乙は、予め災害に備え第３条第１項の業務に際し、使用可能な建築資材

等の数量を把握し、甲に書面により報告するものとする。

２．乙は、前項で報告した内容に著しい変更を生じたとき又は建築資材等の
現状について甲が特に報告を求めたとき、遅滞なくその資料を甲に提出する
ものとする。

（協定区間の特例）
第１０条 乙は、甲が特に必要として第２条に規定する以外の区間等に出動を

要請した場合は、特別な理由がない限り、これに協力するものとする。

（費用の要請）
第１１条 乙は、業務完了後当該業務に要した費用を第７条により締結した契

約に基づき甲に請求するものとする。

（費用の支払い）
第１２条 甲は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を精査し第

７条により締結した契約書に基づき費用を支払うものとする。

（有効期限）
第１３条 この協定の期間は協定を締結した日から平成２４年８月３１日まで

とする。

（協定の解約）
第１４条 甲もしくは乙において、協定を継続できない事情が発生したときに
は、甲乙協議の上協定を解約できるものとする。

（損害の負担）
第１５条 業務の実施に伴い、甲、乙双方の責に帰さない理由により第三者に

損害を及ぼした場合、又は建設資材等の損害が生じた場合には、乙はその事
実の発生後速やかにその状況を書面により甲に報告するものとし、その処置
については甲、乙協議して定めるものとする。

（その他）
第１６条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その

都度甲、乙双方が協議して定めるものとする。
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この協定の証として本書を２通を作成し、甲、乙記名捺印の上それぞれ１通
を保有する。

平成２１年 月 日

甲 国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所長 矢崎 剛吉

乙 住所

氏名
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