
　　　　平成２５年１月２４日　総合評価審査分科会

業務内容 入札契約方式
評価方法

（評価項目、評価基準及び
得点配点等）

技術提案の評価審査 契約日

本業務は、那珂川・久慈川水系の指定区間外
区間（国土交通省直轄管理区間）のうちで常
陸河川国道事務所が所管する河川区域、河
川予定地及び河川保全区域を、河川における
洪水・高潮等による災害発生の防止、適正な
利用、流水の正常な機能の維持及び河川環
境の整備と保全を図るため、所管する河川区
域、河川予定地及び河川保全区域（以下「巡
視区域」という。）を巡視することで、河川管理
業務の支援を行う業務である。

総合評価落札方式
１：２

　入札説明書における「入札参加者
を指名するための基準」及び「技術
点を算出するための基準」のとおり

入札調書のとおり
平成２５年４
月１日

本業務は、常陸河川国道事務所（事務所及び
水戸、日立の各国道出張所）の管内におい
て、道路法に基づき道路の適正な利用と管理
を図るため各種申請等の審査･指導等及び道
路の不正使用･不法占用の指導取締り、関連
する調査や資料整理、現地調査等の補助的
業務を行うものであり、円滑な行政手続き等
により適切な道路管理を推進することを目的
とする業務である。

総合評価落札方式
１：２

　入札説明書における「入札参加者
を指名するための基準」及び「技術
点を算出するための基準」のとおり

入札調書のとおり
平成２５年４
月１日

本業務は、常陸河川国道事務所（土浦、岩
瀬、鹿嶋の各国道出張所）の管内において、
道路法に基づき道路の適正な利用と管理を
図るため各種申請等の審査･指導等及び道路
の不正使用･不法占用の指導取締り、関連す
る調査や資料整理、現地調査等の補助的業
務を行うものであり、円滑な行政手続き等によ
り適切な道路管理を推進することを目的とす
る業務である。

総合評価落札方式
１：２

　入札説明書における「入札参加者
を指名するための基準」及び「技術
点を算出するための基準」のとおり

入札調書のとおり
平成２５年４
月１日

本業務は、常陸河川国道事務所の管内にお
いて、道路法に基づき道路の適正な利用と管
理を図るため各種申請等の審査･指導等及び
道路の不正使用･不法占用の指導取締り、関
連する調査や資料整理、現地調査等の補助
的業務を行うものであり、円滑な行政手続き
等により適切な道路管理を推進することを目
的とする業務である。

総合評価落札方式
１：２

　入札説明書における「入札参加者
を指名するための基準」及び「技術
点を算出するための基準」のとおり

入札調書のとおり
平成２５年４
月１日

業務名

Ｈ２５・２６常陸河川国道
道路許認可審査・適正化
指導その１業務

Ｈ２５・２６常陸河川国道
道路許認可審査・適正化
指導その２業務

Ｈ２５・２６常陸河川国道
事務所河川巡視支援業
務

Ｈ２５・２６常陸河川国道
道路許認可審査・適正化
指導その３業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務内容・入札契約方式別　審査一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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入 札 説 明 書（総合評価落札方式（河川巡視支援））

関東地方整備局常陸河川国道事務所のＨ２５・２６常陸河川国道事務所河川巡視支援業務に

係わる入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く））に基づく

一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の

業務である。

なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２５年度本予算が成立し、予

算示達がなされることを条件とするものである。

また、本業務は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第

５１号。以下「法」という）に基づき実施される業務である。

１．公告日 平成２４年１２月２６日（水）

２．契約担当官等

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 常陸河川国道事務所長 久保田 一

茨城県水戸市千波町１９６２－２

３．業務名 Ｈ２５・２６常陸河川国道事務所河川巡視支援業務（電子入札対象案件）

４．業務概要

（１）業務目的

本業務は、那珂川・久慈川水系の指定区間外区間（国土交通省直轄管理区間）のうち

で常陸河川国道事務所が所管する河川区域、河川予定地及び河川保全区域を、河川に

おける洪水・高潮等による災害発生の防止、適正な利用、流水の正常な機能の維持及

び河川環境の整備と保全を図るため、所管する河川区域、河川予定地及び河川保全区

域（以下「巡視区域」という。）を巡視することで、河川管理業務の支援を行う業務

である。

（２）業務の内容

発注者受注者間の指示及び承諾行為は、受注者の管理技術者に対して行うため、実施

する担当技術者は管理技術者の管理下において業務を行うものである。

１） 河川管理上必要な情報等を把握し、把握した異常や河川法に関する不法行為等に

対して必要な処置を講ずるとともに、河川管理上必要な情報及び資料を収集する。

２） 河川管理の一環として定期的・計画的に巡視区域の異常や変化、利用状況、不法

占用等の発見・把握、情報収集、適宜の処置を行う。

３） 河川巡視には、定期的に巡視区域内を車両により巡視する一般巡視と、より詳細

に巡視する目的別巡視とがある。一般巡視は車両を用いて車上から実施すること

を標準とし、目的別巡視では対象に応じて、加えて徒歩や船舶を用いて実施する
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場合がある。

４） 河川巡視の際の具体的実施内容

①河川区域等における違法行為の発見及び報告

②河川管理施設及び許可工作物の維持管理の状況の把握

③河川空間の利用に関わる情報収集

④河川の自然環境に関わる情報収集

５） 異常を認めた場合の処置

６） 巡視結果の記録・報告

７） 巡視車両の運行と日常管理

８） 管理技術者は、担当技術者等から報告を受けた場合は調査職員に報告

９） その他の業務

①災害や事故の発生時などには、休日、夜間を問わず調査職員から業務を指示する

ことがある。

②違法行為を排除するための外部機関（警察、公共団体等）との調整補助。

③「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領」（平成２４年５月 国土交通省水管

理・国土保全局）等に基づく点検。

１０） 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報については、別紙－１

「業務発注担当部署及び対象河川管理延長」、別紙－３「従来の実施状況に関する

情報の開示」を参照。

（３）技術提案に関する事項

競争参加資格確認申請書等を提出する者（以下「競争参加資格確認申請者」という）

は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し、各提案を行うものとす

る。

１）業務の実施方針に関する提案

競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等につ

いて、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととす

る。

２）本業務における留意点に対する技術提案

競争参加資格確認申請者は、下記について、本業務における留意点を踏まえた技術提

案を行うこととする。

本業務における留意点に対する技術提案：本業務における河川巡視の履行において、

対象施設の維持状況を効率的に確認するた

めの方法

（４）履行期間 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日までとする。

（５）主たる部分

本業務における「主たる部分」は、「業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判

断等」とする。

（６）再委託の禁止

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。

（７）成果品
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成果品は以下のとおりとする。

・河川巡視日誌 １式

・業務処理結果報告書 １式

・車両管理確認日誌 １式

・車両管理実績報告書及び内訳書 １式

・打合せ記録簿 １式

・その他、調査職員の指示したもの

（８）本業務は、業務計画等に関する競争参加資格確認申請書（以下「申請書」とい

う。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料等」という。）を受け付け、価格と価

格以外の以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務であ

る。また、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85条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格

が1,000万円を超える業務の場合に、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するた

め、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。

（９）本業務は申請書及び資料等の提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。

ただし、以下の点に留意すること。

・電子入札システムによる手続きは、同じＩＣカードにて手続きを行うこと。ただし、

使用していたＩＣカードについて、ＩＣカード発行機関のＩＣカードの利用に関する

規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用するこ

とができなくなることが確実な場合においては、業務発注担当部署の承諾を得た場合

に限り、当該入札に関して入札権限のあるほかのＩＣカードに変更することができる。

・当初より、電子入札システムによりがたいものは、業務発注担当部署の承諾を得た場

合に限り紙入札方式に代えることができるので、下記により提出されたい。なお、そ

の際は下記提出先に連絡すること。

提出方法：紙入札方式参加承諾願及び返信用封筒（申請書の住所、氏名を記載

し、簡易書留料金分を加えた料金（３８０円）の切手を貼った長

３号封筒）を郵送又は託送（簡易書留等記録の残るものに限

る。）するものとし、持参は認めない。

提出先：(11)①

受付期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月２１日（月）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１

５分まで。ただし、 終日は１２時００分までとする。

・電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として

認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響

がないと業務発注担当部署が認めた場合に限り、例外的に認めるものする。

・以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の業務発注

担当部署の承諾を前提として行われるものである。

（１０）本業務の契約書(案)、特記仕様書は別冊のとおりである。

（１１）担当部局

〒３１０－０８５１ 茨城県水戸市千波町１９６２－２
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国土交通省 関東地方整備局常陸河川国道事務所

①契約関係

経理課

電 話：０２９－２４０－４０６２

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８１

電子メール：hitachi-keiyaku@ktr.mlit.go.jp

②技術関係

河川管理課 河川維持係

電 話：０２９－２４０－４０７１

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８７

５．競争参加資格

５－１．単体企業

（１）法第15条において準用する法第10条各号に該当する者でないこと。

なお、入札に参加しようとする者は、競争参加資格を確認する資料として、申請書及

び資料等の提出期限までに、様式１８に従い、次に掲げる事項を記載した誓約書を提出

すること。

①法第15条において準用する第10条各号のいずれにも該当しないこと及び暴力団

又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

②暴力団排除に関する欠格事由（法第15条において準用する第10条第4号、第6号、

第7号、第8号及び第9号）について関東地方整備局が別に定める手続（別添資料

１を参照。）により行う警察庁への意見聴取に協力すること。なお、警察庁へ

の意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたときは、

競争参加資格の確認を受けた後であっても競争参加資格を満たさない者とされ

ることに異存がないこと。また、関東地方整備局が行う警察庁への意見聴取に

協力しなかったときは、入札に関する条件に違反するものとして入札無効とさ

れることに異存がないこと。

（２）予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

（３）関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）における平成２５・２６年度の一般競争

（指名競争）参加資格の定期受付において、平成２５年１月３１日までに土木関係建設

コンサルタント業務の申請を行い受理されていること。

なお、平成２５年４月１日に一般競争（指名競争）参加資格のうち土木関係建設コン

サルタント業務の認定をうけていること。

（４）申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長か

ら建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

（５）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等又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省公共事業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。

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き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
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立がなされている者でないこと。

５－２．設計共同体

５－１．に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業

務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成２４年

１２月２６日付け関東地方備局長）に示すところにより、関東地方整備局長からＨ２５

・２６常陸河川国道事務所河川巡視支援業務に係る設計共同体としての競争参加者の資

格（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を当該業務の開札の時までに受

けているものであること。

５－３．５－１（３）に掲げる平成２５・２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の認定

を受けていない者も６により申請書及び資料等を提出することができるが、平成２５

・２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の定期受付において、土木関係建設コン

サルタント業務の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されていること。また

は、５－２．に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない者は開札の時ま

でに認定を受けていなければならない。

５－４．入札参加者間の公平性

入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をと

ることは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定（入札参加者は、入札に当たって

は、他の入札参加者と入札意思、入札価格（入札保証金の金額を含む。）又は入札書、

工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行って

はならず、独自に入札価格を定めなければならない）に抵触するものではないことに留

意すること。

（１）資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会

社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）親会社と子会社の関係にある場合

２）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

（２）人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし１）については、会社の一方が更生

会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

２）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

（３）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ

る場合。

５－５．競争参加資格確認申請者に関する要件
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（１）業務実施体制に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、巡視区域が所在する都道府県と同一の都道府県内に

業務拠点(配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するも

のであること。（巡視区域が複数の都道府県にまたがる場合は、そのいずれかの

都道府県に業務拠点を有すること。）

・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

（２）業務実績に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す業務（平成

２４年度完了予定も対象に含む。）において、１件以上の実績を有すること。ただ

し、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点未満の場合は

実績として認めない。

なお、提出された業務実績が「国土交通省地方整備局（港湾空港関係を除

く。）」における場合において、業務実績が当該者のものと確認できない場合は、

当該者の業務実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合

とは、合併及び会社分割等における「一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定

（又は新規の認定）」を受けていない事、若しくは、再認定（又は新規の認定）時

に実績の承継が認められていない場合を指す。

業務：国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）、公

益法人（注４）、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(注５)が発注

した発注者支援業務(注６)、公物管理補助業務(注７)、ＣＭ業務、ＰＦＩ

事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務（河川又は道路）、調査検討

・計画策定業務（河川又は道路）、管理施設調査・運用・点検業務、測量

業務、地質調査業務。

注１）「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律施行令第一条に示す、関西国際空港(株)、首都高速道路(株)、中日本高

速道路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、日本環境安全事業

(株)、阪神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路

(株)、日本中央競馬会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法

人沖縄科学技術研究基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立

行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独

立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国

立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立

青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財

機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人自動車事故対策機

構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機

構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、

独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・
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債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日

本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者

健康福祉機構（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、

附則第２条から第４条に示す独立行政法人を含む）に加え国土交通省所管

のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。

注２）「地方公共団体」とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体

（都道府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産

区、及び地方開発事業団）をいう。

注３）「地方公社」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推

進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅

供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」をいう。

注４）「公益法人」とは、次のものをいう。

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき

設立された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は

公益財団法人をいう。

二 改正前の民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人

であって、平成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制

度の移行の登記をしていない法人（特例社団法人又は特例財団法人）。

注５）「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、鉄道会社、空港会社、道

路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。

注６）「発注者支援業務」とは、積算技術業務、技術審査業務及び工事監督支援

業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容については別紙－４を参照。

注７）「公物管理補助業務」とは、河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、

ダム管理支援業務、堰･排水機場等管理支援業務、道路巡回業務及び道路許

認可審査･適正化指導業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容につい

ては別紙－４を参照。

５－６．配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定管理技術者の資格等

以下のいずれかの資格等を有するもの

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）

・一級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者

・ＲＣＣＭまたはＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※１）(技術士部門と同様の

建設部門に限る。）

・河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者

・河川又は道路関係の技術的行政経験を２５年以上有する者（※２）

※１「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転

職等により登録ができない立場にいる者
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※２「技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、特殊法人等で職員として従

事したことをいう。

※外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場

が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、

あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定を受けている必要

がある。

なお、申請書及び資料等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申

請書及び資料等を提出することができるが、この場合、申請書及び資料等提出時

に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定

を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書

の写しを提出しなければならない。

（２）配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績

配置予定管理技術者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務

（平成２４年度完了予定の業務も対象に含む）において、１件以上の実績を有する

こと。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評価要領に基づく業務成績が６０点未満の

場合は実績として認めない。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験

のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として

認める。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

ただし、巡視車両等に類する業務にもっぱら従事していた実績は、同種・類似業

務の実績には該当しない。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）（都道府県及び政令市を除く。）、大規模な土木工事を行う

公益民間企業（注５）が発注した公物管理補助業務（注７）（河

川）

２）類似業務：

・国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）

（都道府県及び政令市を除く。）、地方公社（注３）、公益法人（注

４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が発注した発

注者支援業務（注６）、調査検討・計画策定業務（河川）、管理施設

調査・運用・点検業務（河川）、土木設計業務（河川）の予備設計・

詳細設計、土木工事の監理技術者の業務

なお、同種業務・類似業務の区分については、別紙－５参照。

（注○）の説明は５－５（２）と同じ

（３）恒常的雇用関係

配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直

接的雇用関係がなければならない。

（４）手持ち業務量

１）配置予定管理技術者は、平成２５年４月１日現在の手持ち業務量（本業務を
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含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知（予定も含む）を受けているが

未契約のものを含む。また、履行期限が平成２５年３月３１日以前となってい

るものは含まない。さらに、複数年契約の業務の場合は、当該年の年割額とする。

以下、同じ。）が４億円未満かつ１０件未満の者であること。手持ち業務とは

管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務における主任技術者及び担

当技術者、補償コンサルタント業務における主任担当者及び担当技術者、又は

他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む。）となっている契約金額

が５００万円以上の業務をいう。

平成２５年４月１日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建

設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）において調査基準価格を下

回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額については

４億円未満を２億円未満に、件数については１０件未満を５件未満にするもの

とする。

２）本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額で４億円未満、

件数で１０件未満（平成２５年４月１日現在での手持ち業務に、国土交通省の

所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。））で調査基準

価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額で２億円未満、件

数で５件未満）を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を発注

者に報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく

不適当と認められる場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までの全て

の要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務

の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させる

ものとする。

① 当該予定管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

② 当該予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者

③ 当該予定管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書等において設定してい

る配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

５－７．配置予定担当技術者に対する業務実施上の要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定担当技術者の資格等

以下のいずれかの資格等を有するもの

ただし、競争参加資格確認時に所有資格の確認は行わない。

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）、技術士補

（建設部門）

・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者、土木学会１級技術者又は土木学

会２級技術者

・ＲＣＣＭまたはＲＣＣＭと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の建設部門

に限る。）
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・河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者

・河川又は道路関係の技術的行政経験を１０年以上有する者

・５－６．（２）の「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務」の実務経

験が１年以上の者

なお、巡視車両等の業務に専ら従事する者は、担当技術者には該当しない。

（２）配置予定担当技術者における同種又は類似業務の実績

配置予定担当技術者における平成１５年度以降に完了した同種又は類似業務（平

成２４年度完了予定の業務も対象に含む）は以下のとおりとする。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験

のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として

認める。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

ただし、競争参加資格確認時に保有実績の確認は行わない。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）（都道府県及び政令市を除く。）、大規模な土木工事を行う

公益民間企業（注５）が発注した公物管理補助業務（注７）（河

川）

２）類似業務：

・国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）

（都道府県及び政令市を除く。）、地方公社（注３）、公益法人（注

４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が発注した発

注者支援業務（注６）、調査検討・計画策定業務（河川）、管理施設

調査・運用・点検業務（河川）、土木設計業務（河川）の予備設計・

詳細設計、土木工事の監理技術者の業務

（注○）の説明は５－５（２）と同じ

５－８．申請書及び資料等に関する要件

以下の（１）に示す申請書及び資料等の内容において、内容が殆ど記載されていな

い、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

（１）申請書及び資料等の内容 （各個別様式は別紙－２参照）

・競争参加資格確認申請書 （様式－１）

・企業の平成１５年度以降に完了した業務実績 （様式－２）

・配置予定管理技術者の経歴等 （様式－３）

・配置予定管理技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度 完 了予 定 含

む）の同種又は類似業務実績 （様式－４）

・巡視区域が所在する都道府県と同一の都道府県内に所在している業 務 拠 点

（ 様 式 － ５ ）

・業務実施体制 （様式－６）

・予定担当技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度完了予定含む）の

同 種又は類似業務実績 （様式－１０）

・業務の実施方針 （様式－７） ※業務の実施体制図は別途添付
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・技術提案 （様式－８）

・申請書 （様式－９） ※代表者名にて業務発注担当部所長あて

・恒常的雇用関係に関する要件の確認（様式－１１）

※なお、４．（２）７）巡視車両等の業務にもっぱら従事する者を予定してい

る場合には、様式－６、１０の担当技術者配置予定人数記載箇所に、担当技術

者数と区分して人数を記載すること。

・法第15条において準用する法第10条各号に該当する者でないこと等（５．５－１．

（１）を参照。）を示す誓約書（様式１８）

６．申請書及び資料等の提出等

本競争の参加希望者は、次に従い、申請書及び資料等を提出しなければならない。

なお、提出期間までに申請書及び資料等が提出場所に到達しなかった場合は、本競争に参

加することはできない。

（１）作成方法

電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、以下の点に留意すること。

①配布された様式を基に作成を行うものとし、文字サイズは10ポイント以上、ファイル

形式は、Microsoft Word2000形式以下、Microsoft Excel2000形式以下、Just Syst

em一太郎Ver.10形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。

なお、プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。また、送

信された申請書及び資料等のプリントアウトは白黒印刷で行う。

②複数の申請書及び資料等は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるもの

や図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量３ＭＢ

以内とすること。（２つ以上のファイルは認めない。）ただし、圧縮することにより

３ＭＢ以内に収まる場合は、Zip形式又はLzh形式により圧縮（自己解凍形式は除

く。）して送付することを認める。

申請書及び資料等は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で

入りきらない場合は競争参加資格確認申請書類一式（電子入札システムとの分割は認

めない）を平成２５年１月２１日（月）１２時００分必着で持参又は郵送（書留郵便

等の配達の記録が残るものに限る。）、もしくは電送又は電子メール（電送又は電子

メールの場合には着信を確認すること。）により４．(11)①へ提出するものとし、ま

た、電子入札システムにより次の内容を記載した書面（様式－９）のみを送信するこ

と。

・郵送する旨の表示

・郵送する書類の目録

・郵送する書類の頁数

・発送年月日

なお、申請書の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要である。

ただし、指定の容量を超えて持参、郵送、電送又は電子メールによる場合は押印する

こと。

（２）競争参加資格の確認は、申請書及び資料等の提出期限日をもって行うものとする。
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（３）競争参加資格確認申請書等の作成及び記載上の留意事項

１）申請書及び資料等内容の留意事項

申請書及び資料等について、記載された事項以外の内容を含む申請書、又は書面及び

書式に示された条件に適合しない資料等については申請書を無効とする場合があるの

で注意すること。

なお、申請書及び資料等の様式は、別紙２の様式１～８及び１０、１１（Ａ４版）に

示されるとおりである。

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項

企業の業務実績 ・競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績について記

載する。

・５．５－５（２）に規定する業務に関する実績を対象とする。

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

見込みの業務も対象とする。

・記載する件数は 大２件とする。

・記載様式は様式－２とし、１件につきＡ４版１枚以内に記載す

る。

配置予定管理技術 ・配置予定の管理技術者について５．５－６（１）（４）に示す

者の経歴等 資格・業務経験等について記載する。

保有資格の資格証等の写しを添付すること。

・手持ち業務は平成２５年４月１日現在、国土交通省以外の発注

者（国内外を問わず）のものも含めて全て記載する。

手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者となっている500万

円以上の他の業務とし、本業務以外の業務で配置予定技術者と

して未契約業務（特定後未契約のもの及び落札決定通知（予定

も含む）を受けているが未契約のものを含む。）がある場合

は、手持ち業務の記載対象とし業務名の後に「未契約」と明記

するものとし、参考見積金額を契約金額として記載する。

・当該地域での業務実績について、関東地方整備局管内で行った

業務の実績を記載する（ 大２件）。業務実績とは発注者の

別、同種・類似などの業務種別に関わらず、当該地域で受託し

た全ての業務をいう。

なお、対象は平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４

年度完了予定業務も対象とする。

・記載様式は様式－３とする。

配置予定管理技術 ・配置予定の担当技術者の人数を記載する。

者の同種又は類似 ただし、巡視車両等の業務にもっぱら従事する者を予定してい

業務等の実績 る場合には、担当技術者数と区分して人数を記載すること

・配置予定の管理技術者が過去に従事した５．５－６（２）に示

す「同種又は類似業務」の実績について記載する。
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・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。ただし、地方整備局等委託業務等成績評

定要領に基づく業務成績が６０点未満の場合は実績として認め

ない。

・記載する件数は 大２件とする。

・競争参加資格申請者以外が受託した業務実績を記載する場合

は、当該業務を受託した企業名を記載すること。

・記載様式は様式－４とする。１件につきＡ４版１枚以内に記載

する。

巡視区域が所在す ・巡視区域が所在する都道府県と同一都道府県内の業務拠点（配

る都道府県と同一 置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を記載す

都道府県内の所在 る。

している業務拠点 ・記載様式は様式－５とする。

配置予定担当技術 ・配置予定の担当技術者の人数を記載する。

者の同種又は類似 ただし、巡視車両等の業務にもっぱら従事する者を予定してい

業務等の実績 る場合には、担当技術者数と区分して人数を記載すること

・配置予定の担当技術者の実績５．５－７（２）に示す「同種又

は類似業務」の実績について、同種・類似・なしのいずれかを記

載する。（氏名は記載しない。）

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。

・記載様式は様式－１０とする。

業務実施体制 ・業務分担について記載する。

・設計共同体により業務を実施する場合は、設計共同体の構成員

である旨を記述するとともに、企業名を記載すること。

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合

又は学識経験者などの技術協力を受けて業務を実施する場合

は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託又は協力先、

その理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。ただし、業

務の主たる部分を再委託してはならない。

・配置予定技術者を記載する。

・本業務に従事予定の担当技術者の人数を記入すること。

ただし、巡視車両等の業務にもっぱら従事する者を予定してい

る場合には、担当技術者数と区分して人数を記載すること

・記載様式は様式－６とする。

業務の実施方針 ・業務実施体制図は別途添付すること。

・記載様式は様式－７とし、Ａ４版２枚以内に記載すること。

技術提案 ・４．（３）２）に示した、本業務における留意点に対し具体的

に記載すること。記載にあたっては、概念図、出典の明示でき

る図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本
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件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いることは認めな

い。

・記載様式は様式－８とし、Ａ４版１枚以内に記載すること。

恒常的雇用関係 ・恒常的雇用関係に関する要件の確認資料とし様式－１１に記載

すること

２）業務実績を証明する資料及び配置予定管理技術者の資格証明書の写し

競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績として記載した業務について、

その業務に係る契約書の写しを提出すること。

配置予定管理技術者が過去に従事した同種又は類似業務の実績として記載した業務

について、請負（委託）業務で従事した実績の場合、その業務に係る契約書及び配置

予定管理技術者が従事したことが確認できる資料（例えば業務計画書の表紙及び配置

予定管理技術者が業務に従事していることが確認できるページ）等の写しを提出する

こと。

ただし、競争参加資格確認申請者及び配置予定管理技術者の業務実績が、一般財団

法人日本建設情報技術総合センターの「業務実績情報システム（テクリス）」に登録

され、業務の内容が確認できる場合、契約書及び配置予定管理技術者が従事したこと

が確認できる資料の写しは提出する必要がない。

配置予定管理技術者が保有する資格について、合格証明書等の写しを提出すること。

（４）申請書及び資料等の提出期限・提出場所及び提出方法

① 受領期限：電子入札システムにより提出する場合は、平成２５年１月２１日（月）１

２時００分まで。

紙入札方式による場合は、同日の１２時００分まで。

② 提出場所：４.(11)①に同じ。

③ 提出方法：申請書及び資料等の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、

発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、②の提出場所へ持参又は

郵送（簡易書留等記録の残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メー

ルにより提出すること。

なお、提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数

表示すること（頁の例：１／○○～○○／○○）。

また、電子入札システムにおける資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり資

料の内容を確認したものではない。

（５）その他

申請書及び資料等に関する問い合わせ先

４．（11）①に同じ

７．競争参加資格確認結果の通知及び競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

競争参加資格の有無の通知は平成２５年２月１日（金）までに電子入札システムで通知す

る。ただし、書面により申請した場合は紙で通知する。

(１) 競争参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休
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日を含まない。）以内に、電子入札システムにより分任支出負担行為担当官に対して競争

参加資格がない理由について説明を求めることができる。また、書面により通知を受けた

ものは、書面（様式は任意）を持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限

る。）することにより、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がない理由につい

て説明を求めることができる。

(２) 上記(１)の回答は、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。）以内に電子入札システムにより行う。ただし、書面により提出されたものに

対しては、書面により行う。

(３) 競争参加資格がない理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下の通りである。

受付場所：４．(11)①に同じ。

受付時間：電子入札システムによる場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く９時００分

から１７時００分まで。紙入札方式による場合は、８時３０分から１７時１

５分まで。

８．入札説明書及び積算基準資料等に対する質問の受付及び回答

（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。(様式

は任意)

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。

受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月１０日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、

終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前８時３０分から１７時１５分まで。ただし、 終日は１２時００分まで

とする。

提出場所：４.(11)①に同じ。

（２）この積算基準資料等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。

受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年２月５日（火）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、

終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前８時３０分から１７時１５分まで。ただし、 終日は１２時００分まで

とする。

提出場所：４.(11)①に同じ。

（３）電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名（過去に受注し

た具体的な業務名などの記載により、業者名が類推される場合も含む）を記載しないこ
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と。このような質問があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがある。

紙入札による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号

を併記するものとする。

（４）（１）の質問に対する回答は平成２５年１月１５日（火）までに、（２）の質問に対

する回答は平成２５年２月８日（金）までに、電子入札システムにより回答を行う。

ただし、書面により提出した者については書面あるいはＦＡＸにて回答する。

また、下記のとおり閲覧に供する。

①期間：回答の翌日から入札執行日の前日までの閉庁日を除く毎日、９時００分から１

７時００分まで

②場所：４．（11）①に同じ。

９．総合評価落札方式に関する事項

(１) 落札者を決定するための基準

落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。

入札参加者は、価格及び申請書及び資料等をもって入札に参加し、次の各要件に該当す

る者のうち、下記（５）総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価値」と

いう。）の も高い者を落札者とする。

１）入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であ

ること。ただし、本業務の予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行

がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公

正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる

ときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める 低限の要求要件を全て満たし

て入札した他の者のうち評価値が も高い者を落札者とすることがある。

２）落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合

は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。また、

本業務は「詳細な低入札価格調査（試行）対象業務」であり、試行調査の詳細は別

紙-６によるものとする。

３）上記において、評価値が も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決める。

（２）総合評価の評価項目

総合評価における評価項目は以下のとおり。

評価項 評価の着目点 評価

目 判断基準 のウ

ェイ

ト

配置予 管 資 技 技 術 者 資 格 下記の順位で評価する。 ①５

定管理 理 格 術 等、その専門 ① 以下のいずれかの資格を有するもの ②３

技術者 技 要 者 分野の内容 ・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連
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の経験 術 件 資 科目）又は（建設部門）

及び能 者 格 ・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は

力 等 土木学会一級技術者

・１級土木施工管理技士

・河川法第77条第1項の河川監理員の経験を1年以上有

する者

② 以下のいずれかの資格を有するもの

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の者(技術士部門

と同様の建設部門に限る）

・河川又は道路関係の技術的な行政経験を25年

以上有する者

専 業 平成１ ５ 年 下記の順位で評価する。 ①５

門 務 度以降の同種 ①同種業務の実績がある。 ②３

技 執 又は類似業務 ②類似業務の実績がある。

術 行 の実績の内容

力 技

術

力

情 地 平成１ ５ 年 下記の順位で評価する。 ①５

報 域 度以降の同種 ①当該事務所管内における同種又は類似業務実績 ②３

収 精 又は類似業務 がある。※１ ③０

集 通 の当該事務所 ②当該整備局管内における同種又は類似業務実績

力 度 ・周辺での業 がある。※２

務実績 ③その他

配置予 予定担当技術者の専門技術 下記の順位で評価する。 ①５

定担当 力 ※複数の予定担当技術者が申請された場合は、 ②３

技術者 申請された全ての予定担当技術者の評価点の平 ③０

の経験 均値とする。

①同種業務の実績がある。

②類似業務の実績がある。

③その他

実施方 業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位 １０

針 に評価する。

実施体制 下記の場合に優位に評価する。 ２０

・配置技術者の（管理技術者は対象外）人数、代替

要員の確保など業務を遂行するうえで体制が確保さ

れている場合。

・担当技術者の技術力の確保及び向上に向けた取り

組みが具体的に示されている場合。

・業務発注担当部署からの指示事項等の担当技
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術者への円滑な伝達と共有のための手法、及び

担当技術者へのフォロー方法が具体的に示され

ている場合。

・業務工程等の変化による業務量の変動に対す

る業務実施体制が具体的に示されている場合。

技術提 本業務における留 的 確 留意点を十分に理解し、対応策が的確な場合に ２０

案 意点 性 優位に評価する。

実 現 必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方 １０

性 法）が網羅されている場合に優位に評価する。

合計（技術評価の配点合計） ８０

※１「当該事務所管内」とは茨城県及び栃木県内とする。

※２「当該整備局管内」とは、群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・静

岡県内とする。

（３）技術提案の履行確実性

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、別紙中３のとおり技術提案の履行

確実性を評価する。

（４）評価内容の担保

落札者は、申請書及び資料等の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適

切に履行すること。

契約書に明記された申請書及び資料等の内容が受注者の責により実施されなかった

場合は、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

さらに、予定価格が１，０００万円を超える業務にあって、調査基準価格に満たない

者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加

資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達

成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。

①別紙中３（２）の審査項目①～③において、審査時に比較して正当な理由がなく必

要額を下回っていないか。

②別紙中３（２）の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託

額が下回っていないか。

③その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生

じていないか。

④業務成果品のミス、不備等

（５）総合評価の評価方法

１）評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

２）価格評価点の算出方法

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の満点）×（１－入札価格／予定価格）

価格評価点の満点は３０点とする。
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３）技術評価点の算出方法

3-1)予定価格が１，０００万円以下の業務場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、

下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（②に係る評価点）＋（③に係る評

価点）

3-2)予定価格が１，０００万円を超える業務場合は、申請書及び資料等の内容に応

じ、下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

④技術提案等の履行確実性

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（④の評価に

基づく履行確実性度）

技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）

（６）申請書及び資料等に関する書類審査の実施

書面審査では申請書及び資料等に記載された内容の確認を行う。

（７） 履行確実性に関するヒアリング

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、以下のとおりヒアリングを行う。

１）どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予

定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、

ヒアリングを実施する。

実施場所：関東地方整備局常陸河川国道事務所内

実施予定日：平成２５年２月２７日（水）

時間：３０分程度

出席者：配置予定管理技術者等

２）ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

３）入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案

の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるお

それがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための
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追加資料の提出を求める。

追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記１０．の開札の後、２月１５日（金）午

後５時までに入札参加者あてに連絡するものとし、その提出は、２月２０日

（水）午後５時までに行うものとする。

提出を求めることとなる追加資料は、別紙中２のとおり。

（８） ヒアリングの出席者には、配置予定管理技術者を必ず含め、資料の説明が可能

な者をあわせ、 大で３名以内とする。

１０．入札及び開札の日時及び場所

入札日時：電子入札システムによる場合は平成２５年２月１３日（水）１２時００分まで。

ただし発注者の承諾を得た場合は、上記同日の１２時００分までに持参するこ

と。

場 所：〒 310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局常陸河川国道事務所経理課

開札日時：平成２５年２月１４日（木）１０時３０分

履行期間は平成２５年４月１日からとする。

また、暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、

予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契

約とする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及

び契約の締結は平成２５年４月１日とする。ただし、当該業務にかかる平成２５年度予算

（暫定予算等を含む）成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。

１１．入札方法等

（１）入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、

入札書を持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）入札執行回数は、原則２回を限度とし、入札の執行において落札者がない場合は、予

決令第９９条の２の規定により随意契約の適用はしない。

１２．入札保証金及び契約保証金

（１）入札保証金 免除

（２）契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行水戸代理店（常陽銀行本店営業部）)。

ただし、利付き国債の提供（取扱官庁 関東地方整備局）又は金融機関若しくは保証

事業会社の保証（取扱官庁 関東地方整備局）をもって契約保証金の納付に代えるこ

とができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保険契約の締
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結を行った場合は、契約保証金を免除する。

契約保証金等を必要とする契約の保証期間は、保証契約の締結等の日（４月１日）

から履行期限を満たすものとする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の

決定及び契約の締結は平成２５年４月１日とする。ただし、当該業務にかかる平成２

５年度予算成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。

１３．開札

入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札

に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

ただし、電子入札システムにより提出した場合は、立ち会いは不要とする。

紙による入札者又はその代理人が１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札は有効

として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該紙による入札参加者は、

再度入札を辞退したものとして取り扱われる。

１４．入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料等に虚偽の記載をし

た者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊関東地方整備局（港湾空港関係を除く）競争

契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入

札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認を受けた者であっても、

開札の時において指名停止を受けているもの、その他開札の時において５．５－１（３）に

掲げる入札参加資格者の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されている者で、平成

２５年４月１日に認定がなされる者であることが条件となり、平成２５年４月１日に入札参

加資格の認定がなされない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、

入札は無効となります。

また、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合、９．（７）に掲げる履行確実性に

関するヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しな

い場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。

１５．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置

1) 虚偽説明等への対応

試行調査又は追加調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明

らかとなった場合は、地方整備局長等（地方整備局長及び事務所長をいう。以下同じ。）は、

次に掲げる措置を講じるものとする。

① 当該業務の成績評定において厳格に反映する。

② 過去５年以内に①の措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、「地方

支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについ

て」（平成１０年８月５日付け建設省厚契発第３３号）において準用する「工事契約

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）別表
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第２第１５項により指名停止を行う。

2) 結果の公表

試行調査を経て契約を行った場合は、別に定めるところにより公表するものとする。追加

調査を経て契約を行った場合は、低入調査の結果を別に定めるところにより公表するととも

に、追加調査の資料－３を関東地方整備局のホームページにおいて公表するものとする。

3) 契約後の取扱い

地方整備局長等は、試行調査又は追加調査を経て契約を行った建設コンサルタント業務等

については、試行調査及び追加調査で提出された資料等を調査職員(測量業務、地質調査業

務及び補償コンサルタント業務にあっては監督職員。)に引き継ぐとともに、仕様書で定め

られた業務計画書(補償コンサルタント業務にあっては業務工程表。)の内容のヒアリングを

行うこととし、業務計画書の記載内容が試行調査及び追加調査の内容と異なる場合は、その

理由等について確認を行うこととする。また、別に定めるところにより、①業務実施状況の

調査、②現場作業状況の調査、③照査状況の調査及び④業務コスト調査を行うこととする。

１６．契約書作成の要否等 要

１７．支払条件

支払い条件については、下記を予定している。ただし、契約金額又は工期によって変更す

る場合がある。

平成２５年度 部分払金 ６ 回以内

平成２６年度 部分払金 ５ 回以内

１８．火災保険付保の要否 否

１９．落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明

（１）非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は非落札理由について、分

任支出負担行為担当官に対して、次に従い説明を求めることができる。（様式は任

意）

①提出期限：落札者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。）後の１７時００分。

②提出場所：４．(11)①に同じ

③提出方法：電子入札システムにより提出する。紙入札方式の場合は、書面は持参又は

郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る）することにより提出するものとし、Ｆ

ＡＸによるものは受け付けない。

（２）分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して

５日以内（休日を含まない）に説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答す

る。ただし、書面により提出した者に対しては、書面により回答する。

２０．再苦情申立て
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（１）7.（２）及び１９．(２)の回答に不服がある者は、当該回答に係る書面を受け取った

日から７日（休日を含まない）以内に、書面により関東地方整備局長に対して再苦情の

申し立てを行うことができる。再苦情申し立てについては、入札監視委員会にて審議を

行う。

（２）再苦情申し立ての受付窓口及び受付時間

①受付窓口 関東地方整備局 総務部契約課 工事契約調整係

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎２号館 １７階

電話 ０４８－６０１－３１５１（代） （内線２５３５）

①受付時間 上記期間の休日除く毎日 午前９時１５分から午後１８時まで

２１．関連情報を入手するための照会窓口

４．（11）①に同じ。

２２．その他

（１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、別冊関東地方整備局（港湾空港関係除く）競争契約入札心得及び別冊

契約書案を熟読し、関東地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。

（３）申請書及び資料等に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料等を無効とす

るとともに、指名停止を行うことがある。

（４）同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建

設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設

コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断す

るものとする。

（５）申請書及び資料等の作成、提出、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合の履

行確実性審査のための追加資料の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者

の負担とする。

（６）提出された申請書及び資料等は返却しない。なお、提出された申請書及び資料等は競

争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。

（７）提出期限以降における申請書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。また、申

請書及び資料等に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死

亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者である

との発注者の了解を得なければならない。

（８）電子入札システムは閉庁日を除く毎日、午前９時から午後６時まで稼働している。ま

た、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電

子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で

公開する。

電子入札施設管理センターホームページアドレスhttp://www.e-bisc.go.jp

（９）システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参考

とすること。
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「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページでも公開してい

る。

（10）障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。

・システム操作・接続確認等の問い合わせ先

電子入札施設管理センターヘルプデスク TEL 03-3505-0514

電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先

取得しているＩＣカードの機関

ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下

記へ連絡すること。

〒310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 経理課

電話 029-240-4062

（11）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通

知書及び受付票を送信者に発行するので確認を行うこと。この確認を怠った場合には、

以後の入札手続に参加出来なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。

・競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動発行）

・競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせ

る。）

・競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行）

・辞退届受付票

・日時変更通知書

・入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）

・入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）

・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にﾒｰﾙでも知らせる。）

・決定通知書

・保留通知書

・取止め通知書

（12）第１回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、

電子入札、紙により持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間

から３０分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機

すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡

する。

（13）評価値の も高い者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所に

ついては、発注者から電話等により指示する。

（14）「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成１４年９月５日付け国官技第１４２
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号）、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２０年９月２６日付け国官技第

１２６号）及び「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２３年３月２８日付け

国官技第３６０号）に基づく業務成績以外は評価の対象としない。

（平成２０年１０月１日以降に契約を締結した業務及び平成２０年１２月１日以降に

完了した業務については、１００万円を超える業務を評価の対象とし、それ以外につ

いては５００万円を超える業務を評価の対象とする。）

（15）落札者の決定等の公表

本業務の入札の過程の透明性を確保するため、落札者の決定後、入札参加者から

提出された申請書及び資料等の評価結果、入札金額、総合評価の結果、落札者の決定

理由について公表するものとする。

（16）受注者が負う可能性のある罰則等

１）本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法第４５号）その他の罰則の適用につ

いては、法令により公務に従事する職員とみなされる。

２）第２５条第１項の規定（秘密保持）に違反して、公共サービスの実施に関して知り

得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に

処されることとなる（法第５４条）。

３）次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処され

ることとなる。

・「法第２６条第１項」による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は「法第

２６条第１項」による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者。

・正当な理由なく、「法第２７条第１項」による指示等に違反した者。

４）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記１）の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対して上記１）の刑を科されることとなる。

（17）国土交通省が行う警察庁への意見聴取に対する協力について

・本業務は、法第２条第７項に規定する民間競争入札の対象であるため、参加者につ

いて、競争参加資格として設定されている暴力団排除に関する欠格事由（法第１５条

において準用する第１０条第４号、第６号、第７号、第８号及び第９号をいう。）へ

の該当の有無を警察庁へ意見聴取することが必要な業務である。

・そのため、入札に参加しようとする者は、「暴力団排除に関する欠格事由の確認に

ついて」（別添資料１）を踏まえ、国土交通省（当地方整備局を含む。）が行う警察

庁への意見聴取に協力しなければならないものとする。

・なお、必要な資料を適時に提出しないなど上記手続に協力しているとは認められな

いときは、入札心得第６条第１１号に該当するものとして入札無効と取り扱われる

（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者としての決定も取り消され

る）ことに留意すること。

・また、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされ

たときは、競争参加資格の確認をした後であっても競争参加資格を満たさない者とし

て入札無効と取り扱われる（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者
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としての決定も取り消される）ことに留意すること。

（18）本業務における予定価格の作成にあたっては、平成２４年度「労務単価」、「材料

単価」を適用する予定である。

ただし、開札日７日前時点までに、平成２５年度「労務単価」、「材料単価」が策

定された場合は、平成２５年度「労務単価」、「材料単価」を適用する。

（19）競争参加資格の確認について

５．５－１．（３）に掲げる競争参加資格があると判断できる資料として、平成２５

・２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の申請書が受理されていることが確認で

きる資料（受付票又は、受付印の押されている書類の写し等）を平成２５年１月３１

日までに上記４．（11）①までＦＡＸ又は電子メールにより送付すること。ただし、

６．（４）①の受領期限までに提出できる場合は、６．（４）③の提出方法により提

出することができるものとする。



様式－２ 予定価格 136,700,000 (消費税抜き)

調査基準価格 109,360,000 (消費税抜き)

入札調書（総合評価落札方式） 価格点の満点 30

１．件名 Ｈ２５・２６常陸河川国道事務所河川巡視支援業務

２．所属事務所 常陸河川国道事務所

３．入札日時 １０：３０～

　　　　　　　　

評価値

(Ａ）＋（Ｂ）

評価のウェート 11.2 3.7 22.5 22.5 60.0 － 30.0000 90.0000

（社）関東建設弘済会 11.2 3.7 22.5 11.2 1.00 48.7 112,160,000 5.3855 54.1355 落札

　　　※「技術評価点の内訳」に「履行確実性度」に係る係数を乗じた合計点数と技術評価点合計（Ａ）点数は 端数処理のため、合致しない場合があります。 　　　　

　　　※技術評価点合計（Ａ）点数＋価格評価点（Ｂ）と評価値（Ａ）＋（Ｂ）は 端数処理のため、合致しない場合があります。

　　　入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額である。

摘要業　者　名 予定技術者の
資格及び実績

等

予定技術者の
成績及び表彰

評価テーマ 入札価格 価格評価点（Ｂ）実施方針

技術評価点
合計（Ａ）

技術評価点の内訳 第１回

履行確実性度 備考

平成25年2月14日
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入 札 説 明 書（総合評価落札方式（道路許認可審査・適正化指導業務））

関東地方整備局常陸河川国道事務所のＨ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指

導その１業務に係わる入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除

く））に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書に

よるものとする。

本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の

業務である。

なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２５年度本予算が成立し、予

算示達がなされることを条件とするものである。

また、本業務は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第

５１号。以下「法」という）に基づき実施される業務である。

１．公告日 平成２４年１２月２６日（水）

２．契約担当官等

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 常陸河川国道事務所長 久保田 一

茨城県水戸市千波町１９６２－２

３．業務名 Ｈ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その１業務

（電子入札対象案件）

４．業務概要

（１）業務目的

本業務は、常陸河川国道事務所（事務所及び水戸、日立の各国道出張所）の管内にお

いて、道路法に基づき道路の適正な利用と管理を図るため各種申請等の審査･指導等及

び道路の不正使用･不法占用の指導取締り、関連する調査や資料整理、現地調査等の補

助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進するこ

とを目的とする業務である。

（２）業務の内容

本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

なお、本業務の遂行にあたっては、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管

理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を

行うものである。

ａ．許認可審査業務

１）道路法に基づく申請書類の受付及び審査等

２）苦情申立（行政相談）等に係る受付、伝達、現地立会

３）許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備

４）災害時等緊急時における業務
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ｂ．適正化指導業務

１）道路法に基づく指導取締り等

２）適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備

ｃ．その他

管理技術者は、上記各条項において、担当技術者から報告を受けた場合の報告等

ｄ．予定許認可審査件数は、以下のとおり想定している。

○常陸河川国道事務所

予 定 許 認 可 審 査 件 数：７８０件／年（１５６０件／２年）

（管内の５国道出張所から副申されたものの審査）

○水戸国道出張所

予 定 許 認 可 審 査 件 数：２５０件／年（５００件／２年）

予定不法占用指導取締り件数： １０回／年（ ２０回／２年）

○日立国道出張所

予 定 許 認 可 審 査 件 数：１３０件／年（２６０件／２年）

予定不法占用指導取締り件数： １０回／年（ ２０回／２年）

業務は同時に３件を実施すること。

なお、対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報については、別紙－１

「業務ボリュームの参考指標」、別紙－３「従来の実施状況に関する情報の開示」を参

照。

（３）技術提案に関する要件

競争参加資格確認申請書等を提出するもの（以下「競争参加資格確認申請者」とい

う。）は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し、各提案を行うも

のとする。

１）業務の実施方針に関する提案

競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等に

ついて、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うことと

する。

２）本業務における留意点に対する技術提案

競争参加資格確認申請者は、下記について、本業務における留意点を踏まえた技術

提案を行うこととする。

本業務における留意点に対する技術提案：本業務において、統一的な判断・対応を行

う履行体制を確保するための取組み（複数

の担当技術者で業務を実施する場合等）に

ついて

（４）履行期間 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日まで

（５）主たる部分

本業務における「主たる部分」は道路管理に関する業務共通仕様書第１６条第１項に

示すとおりとする。

（６）再委託の禁止

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
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（７）成果品

成果品は以下のとおりとする。

・業務報告書 １式

・引継事項記載書 １式

・打合せ資料 １式

（８）本業務は、業務計画等に関する競争参加資格確認申請書（以下「申請書」とい

う。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料等」という。）を受け付け、価格と価

格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。

また、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 85 条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格が１，
０００万円を超える業務の場合に、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するた

め、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。

（９）本業務は申請書及び資料等の提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。

ただし、以下の点に留意すること。

・電子入札システムによる手続きは、同じＩＣカードにて手続きを行うこと。ただし、

使用していたＩＣカードについて、ＩＣカード発行機関のＩＣカードの利用に関する

規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用するこ

とができなくなることが確実な場合においては、業務発注担当部署の承諾を得た場合

に限り、当該入札に関して入札権限のある他のＩＣカードに変更することができる。

・当初より、電子入札システムによりがたいものは、業務発注担当部署の承諾を得た場

合に限り紙入札方式に代えることができるので、下記により提出されたい。なお、そ

の際は下記提出先に連絡すること。

提出方法：紙入札方式参加承諾願及び返信用封筒（申請書の住所、氏名を記載し、

簡易書留料金分を加えた料金（３８０円）の切手を貼った長３号封筒

）を郵送又は託送（簡易書留等記録の残るものに限る。）するもの

とし、持参は認めない。

提 出 先：(11)①
受付期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月２１日（月）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

まで。ただし、最終日は１２時００分までとする。

・電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として

認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続に影響が

ないと業務発注担当部署が認めた場合に限り、例外的に認めるものする。

・以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の業務発注

担当部署の承諾を前提として行われるものである。

（10）本業務の契約書(案)、特記仕様書は別冊のとおりである。
（11）担当部局

〒 310－ 0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

国土交通省 関東地方整備局常陸河川国道事務所

①契約関係
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経理課 契約係

電 話：０２９－２４０－４０６２

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８１

電子メール hitachi-keiyaku@ktr.mlit.go.jp
②技術関係

道路管理第一課 道路管理係

電 話：０２９－２４０－４０７２

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８８

５．競争参加資格

５－１．単体企業

（１）法第 15条において準用する法第 10条各号に該当する者でないこと。
・なお、入札に参加しようとする者は、競争参加資格を確認する資料として、申請

書及び資料等の提出期限までに、様式１９に従い、次に掲げる事項を記載した誓約

書を提出すること。

①法第 15条において準用する第 10条各号のいずれにも該当しないこと及び暴力団
又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

②暴力団排除に関する欠格事由（法第 15 条において準用する第 10 条第 4 号、第 6
号、第 7号、第 8号及び第 9号）について関東地方整備局が別に定める手続（別
添資料１を参照。）により行う警察庁への意見聴取に協力すること。なお、警

察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたと

きは、競争参加資格の確認を受けた後であっても競争参加資格を満たさない者

とされることに異存がないこと。また、関東地方整備局が行う警察庁への意見

聴取に協力しなかったときは、入札に関する条件に違反するものとして入札無

効とされることに異存がないこと。

（２）予決令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
（３）関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２５・２６年度の一般競争

（指名競争）参加資格の定期受付において、平成２５年１月３１日までに土木関係

建設コンサルタント業務の申請を行い受理されていること。

なお、平成２５年４月１日に一般競争（指名競争）参加資格のうち土木関係建設コ

ンサルタント業務の認定を受けていること。

（４）申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長か

ら建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省公共事業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。

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申立てがな

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

申立がなされている者でないこと。

５－２．設計共同体
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５－１．に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業

務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成２４年

１２月２６日付け関東地方整備局長）に示すところにより、関東地方整備局長からＨ２

５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その１業務に係る設計共同体として

の競争参加者の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を当該業務の

開札の時までに受けているものであること。

５－３．５－１（３）に掲げる平成２５・２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の認定

を受けていない者も６により申請書及び資料等を提出することができるが、平成２５・

２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の定期受付において、土木関係建設コンサル

タント業務の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されていること。また、５－

２に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないものは開札の時までに認定を

受けていなければならない。

５－４．入札参加者間の公平性

入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をと

ることは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定（入札参加者は、入札に当たって

は、他の入札参加者と入札意志、入札価格（入札保証金の金額を含む。）又は入札書、

工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行って

はならず、独自に入札価格を定めなければならない）に抵触するものではないことに留

意すること。

（１）資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会

社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）親会社と子会社の関係にある場合

２）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

（２）人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし１）については、会社の一方が更生

会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

２）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

（３）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ

る場合。

５－５．競争参加資格確認申請者に関する要件

（１）中立公平性に関する要件

本業務に関連する特定の企業や団体と資本・人事面における関連の有無に関わらず、

業務提携及び技術提携等行うなど、中立性・公平性に欠ける者でないこと。

（２）中立公平性に関する誓約書の提出

上記（１）における中立公平性が確認できる誓約書若しくは資料の写しを様式自由

にて競争参加資格確認時に提出することとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加
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資格確認申請書等と同様とする。また、誓約書を電子入札システムによる提出の場合

は代表者の押印は不要とし、持参又は郵送による場合は代表者の押印のうえ提出する

ものとする。

（３）業務実施体制に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、関東地方整備局管内に業務拠点(配置予定管理技術

者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。

・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

（４）業務実績に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す業務（平成

２４年度完了予定の業務も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点未満の場

合は実績として認めない。

なお、提出された業務実績が「国土交通省地方整備局（港湾空港関係を除

く。）」における場合において、業務実績が当該者のものと確認できない場合は、

当該者の業務実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合

とは、合併及び会社分割等における「一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定

（又は新規の認定）」を受けていない事、若しくは、再認定（又は新規の認定）時

に実績の承継が認められていない場合を指す。

業務：国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）、公

益法人（注４）、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(注５)が発注

した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（注７）、ＣＭ業務、Ｐ

ＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業

務、管理施設調査・運用・点検業務（注８）、測量業務、地質調査業務。

注１）「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律施行令第一条に示す、関西国際空港(株)、首都高速道路(株)、中日本高速道

路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、日本環境安全事業(株)、阪

神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、日本中央

競馬会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究

基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人空港周辺整備機

構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独

立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法

人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国

立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、

独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政

法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日

本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立
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行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人

労働者健康福祉機構（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法

人、附則第２条から第４条に示す独立行政法人を含む）に加え国土交通省所管

のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。

注２）「地方公共団体」とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体

（都道府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産区、

及び地方開発事業団）をいう。

注３）「地方公社」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推

進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給

公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」をいう。

注４）「公益法人」とは、次のものをいう。

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立

された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、

平成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記を

していない法人（特例社団法人又は特例財団法人）。

注５）「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、鉄道会社、空港会社、道

路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。

注６）「発注者支援業務」とは、積算技術業務、技術審査業務及び工事監督支援

業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容については別紙－４を参照。

注７）「公物管理補助業務」とは、河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、

ダム管理支援業務、堰･排水機場等管理支援業務、道路巡回業務及び道路許認

可審査･適正化指導業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容については

別紙－４を参照。

注８）「管理施設調査・運用・点検業務」とは管理施設調査業務、管理施設運用

業務、管理施設点検業務をいう。

５－６．配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定管理技術者の資格等

以下のいずれかの資格等を有するもの。

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）

・一級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※１）（技術士部門と同様の建設

部門に限る）

・道路法第７１条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者

・道路又は河川関係の技術的行政経験（※２）を２５年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者

※１「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職

等により登録ができない立場にいる者
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※２「道路又は河川関係の技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、特殊法人

等で職員として従事したことをいう。

※外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が

開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あ

らかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定を受けている必要があ

る。

なお、申請書及び資料等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請

書及び資料等を提出することができるが、この場合、申請書及び資料等提出時に当

該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受け

るためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを

提出しなければならない。

（２）配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

配置予定管理技術者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務

（平成２４年度完了予定の業務も対象に含む）において、１件以上の実績を有するこ

と。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点未満の場

合は実績として認めない。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験の

ほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認め

る。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体

（注２）（都道府県及び政令市を除く）、地方公社（注３）、公益

法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が

発注した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（道路）（注

７）、管理施設調査・運用・点検業務（道路）（注８）ＣＭ業務、

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務

２）類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）又は大規模な土木工事を

行う公益民間企業（注５）が発注した土木設計における概略･予備･詳

細設計業務（道路）、土木工事における監理技術者の業務

なお、同種業務・類似業務の区分については、別紙－５参照。

（注○）の説明は５－５（４）と同じ。

（３）恒常的雇用関係

配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接

的雇用関係がなければならない。

（４）手持ち業務量

１）配置予定管理技術者は、平成２５年４月１日現在の手持ち業務量（本業務を含

まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定も含む)を受けているが未契約

のものを含む。また、履行期限が平成２５年３月３１日以前となっているものは

含まない。さらに、複数年契約の業務の場合は、当該年の年割額とする。以下、
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同じ。）が 4 億円未満かつ 10 件未満の者であること。ただし、手持ち業務とは
管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務における主任技術者及び担当

技術者、補償コンサルタント業務における主任担当者及び担当技術者、又は他の

業種においてはこれらに相当する技術者を含む。）となっている契約金額が 500
万円以上の業務をいう。

平成２５年４月１日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コ

ンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）において調査基準価格を下回る金

額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額については4億円未

満を2億円未満に、件数については10件未満を5件未満にするものとする。

２）本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額 4 億円未満、件数
で 10 件未満（平成２５年４月１日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に
係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）で調査基準価格を下回

る金額で落札したものがある場合には契約金額で 2億円未満、件数で 5件未満）
を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を発注者に報告しなけれ

ばならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認め

られる場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までの全ての要件を満たす

技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する

場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者

③ 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している

配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

５－７．配置予定担当技術者に対する業務実施上の要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定担当技術者の資格

以下のいずれかの資格等を有するもの。

ただし、競争参加資格確認時に所有資格の確認は行わない。

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）、技術士補（建

設部門）

・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者、土木学会１級技術者又は土木学会

２級技術者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※１）(技術士部門と同様の建設

部門に限る）

・「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験が

１年以上の者

・道路法第 71条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者
・道路もしくは、河川関係の技術的行政経験（※２）又は、道路交通行政経験（※

３）を１０年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者
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※１「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職

等により登録ができない立場にいる者

※２「道路もしくは、河川関係の技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、特

殊法人等で職員として従事したことをいう。

※３道路交通取り締まり等の行政経験者をいう。

（２）配置予定担当技術者における同種又は類似業務等の実績

配置予定担当技術者における平成１５年度以降に完了した同種又は類似業務（平成

２４年度完了予定の業務も対象に含む）は以下のとおりとする。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験の

ほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認め

る。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

ただし、競争参加資格確認時に保有実績の確認は行わない。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体

（注２）（都道府県及び政令市を除く）、地方公社（注３）、公益

法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が

発注した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（道路）（注

７）、管理施設調査・運用・点検業務（道路）（注８）ＣＭ業務、

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務

２）類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）又は大規模な土木工事を

行う公益民間企業（注５）が発注した土木設計における概略･予備･詳

細設計業務（道路）、土木工事における監理技術者の業務

なお、同種業務・類似業務の区分については、別紙－５参照。

（注○）の説明は５－５（４）と同じ。

５－８．申請書及び資料等に関する要件

以下の（１）に示す申請書及び資料等の内容」において、内容が殆ど記載されてい

ない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

（１）申請書及び資料等の内容 （各個別様式は別紙－２参照）

・競争参加資格確認申請書 （様式－１）

・企業の平成１５年度以降に完了した業務実績 （様式－２）

・配置予定管理技術者の経歴等 （様式－３）

・配置予定管理技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度完了予定含

む）の同種又は類似業務実績 （様式－４）

・関東地方整備局管内に所在している業務拠点 （様式－５）

・業務実施体制 （様式－６）

・予定担当技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度完了予定含む）の同種

又は類似業務実績 （様式－１０）

・業務の実施方針 （様式－７） ※業務の実施体制図は別途添付

・技術提案 （様式－８）

・申請書 （様式－９） ※代表者名にて業務発注担当部所長あて
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・中立公平性を確保していることを示す誓約書（様式自由：様式番号を１１として下

さい）

・恒常的雇用関係に関する要件の確認（様式１２）

・法第 15 条において準用する法第 10 条各号に該当する者でないこと等（５．５－１．
（１）を参照。）を示す誓約書（様式１９）

６．申請書及び資料等の提出等

本競争の参加希望者は、次に従い、申請書及び資料等を提出しなければならない。

なお、提出期限までに申請書及び資料等が提出場所に到達しなかった場合は、本競争に参

加することはできない。

（１）作成方法

電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、以下の点に留意するこ

と。

①配布された様式を基に作成を行うものとし、文字サイズは 10 ポイント以上、ファイ
ル形式は、Microsoft Word2000形式以下、Microsoft Excel2000形式以下、Just System
一太郎 Ver.10形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
なお、プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。また、送

信された申請書及び資料等のプリントアウトは白黒印刷で行う。

②複数の申請書及び資料等は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるもの

や図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量３ＭＢ

以内とすること。（２つ以上のファイルは認めない。）ただし、圧縮することにより

３ＭＢ以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮（自己解凍形式は除
く。）して送付することを認める。

申請書及び資料等は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で

入りきらない場合は競争参加資格確認申請書類一式（電子入札システムとの分割は認

めない）を平成２５年１月２１日（月）１２時００分必着で持参又は郵送（書留郵便

等の配達の記録が残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メール（電送又は電子

メールの場合には着信を確認すること。）により４．(11)①へ提出するものとし、ま
た、電子入札システムにより次の内容を記載した書面（様式－９）のみを送信するこ

と。

・郵送する旨の表示

・郵送する書類の目録

・郵送する書類の頁数

・発送年月日

なお、申請書の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要である。

ただし、指定の容量を超えて持参、郵送、電送又は電子メールによる場合は押印する

こと。

（２）競争参加資格の確認は、申請書及び資料等の提出期限日をもって行うものとする。

（３）申請書及び資料等の作成及び記載上の留意事項

１）申請書及び資料等内容の留意事項
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申請書及び資料等について、記載された事項以外の内容を含む申請書、又は書面及び

書式に示された条件に適合しない資料等については申請書を無効とする場合があるの

で注意すること。

なお、申請書及び資料等の様式は、別紙２の様式１～８及び１０～１２（Ａ４版）に

示されるとおりである。

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項

企業の業務実績 ・競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績について記

載する。

・５．５－５（４）に規定する業務に関する実績を対象とする。

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

見込みの業務も対象とする。

・記載する件数は最大２件とする。

・記載様式は様式－２とし、１件につきＡ４判１枚以内に記載す

る。

配置予定管理技術 ・配置予定の管理技術者について５．５－６(1),(4)に示す資格
者の経歴等 ・業務経験等について記載する。

保有資格の資格証等の写しを添付すること。

・手持ち業務は平成２５年４月１日現在、国土交通省以外の発注

者（国内外を問わず）のものも含めて全て記載する。

手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者となっている 500 万
円以上の他の業務とし、本業務以外の業務で配置予定技術者と

して未契約業務（特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定

も含む)を受けているが未契約のものを含む。）がある場合

は、手持ち業務の記載対象とし業務名の後に「未契約」と明記

するものとし、参考見積金額を契約金額として記載する。

・当該地域での業務実績について、関東地方整備局管内で行った

業務の実績を最大２件記載する。業務実績とは発注者の別、同

種・類似などの業務種別に関わらず、当該地域で受託した全て

の業務をいう。

なお、対象は平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４

年度完了予定業務も対象とする。

・記載様式は様式－３とする。

配置予定管理技術 ・配置予定の管理技術者が過去に従事した５．５－６(2)に示す
者の同種又は類似 「同種又は類似業務」の実績について記載する。

業務等の実績 ・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成

績が６０点未満の場合は実績として認めない。

・記載する件数は最大２件とする。
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・競争参加資格申請者以外が受託した業務実績を記載する場合

は、当該業務を受託した企業名を記載すること。

・記載様式は様式－４とする。１件につきＡ４判１枚以内に記載

する。

地方整備局管内の ・関東地方整備局管内の業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的

所在している業務 に常駐し業務を行うところ）を記載する。

拠点 ・記載様式は様式－５とする。

配置予定担当技術 ・配置予定の担当技術者の人数を記載する。

者の同種又は類似 ・配置予定の担当技術者の実績５．５－７(2)に示す「同種・類
業務等の実績 似・なし」のいずれかを記載する。（氏名は記載しない。）

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。

・記載様式は様式－１０とする。

業務実施体制 ・業務分担について記載する。

・設計共同体により業務を実施する場合は、設計共同体の構成員

である旨を記述するとともに、企業名を記載すること。

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合

又は学識経験者などの技術協力を受けて業務を実施する場合

は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託又は協力先、

その理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。ただし、業

務の主たる部分を再委託してはならない。

・配置予定技術者を記載する。

・本業務に従事予定の担当技術者の人数を記入すること。

・記載様式は様式－６とする。

業務の実施方針 ・業務実施体制図は別途添付すること。

・記載様式は様式－７とし、Ａ４判２枚以内に記載すること。

技術提案 ・入札説明書４．（３）２）に示した、本業務における留意点に

対し具体的に記載すること。記載にあたっては、概念図、出典

の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障は

ないが、本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いること

は認めない。

・記載様式は様式－８とし、Ａ４判１枚以内に記載すること。

中立公平性 ・中立公平性を確保していることを示す誓約書を様式自由（様式

番号を１１として下さい）にて提出すること。

恒常的雇用関係 ・恒常的雇用関係に関する要件の確認資料とし様式－１２に記載

すること。

２）業務実績を証明する資料及び配置予定管理技術者の資格証明書の写し

競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績として記載した業務について、
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その業務に係る契約書の写しを提出すること。

配置予定管理技術者が過去に従事した同種又は類似業務の実績として記載した業務

について、請負（委託）業務で従事した実績の場合、その業務に係る契約書及び配置

予定管理技術者が従事したことが確認できる資料（例えば業務計画書の表紙及び配置

予定管理技術者が業務に従事していることが確認できるページ）等の写しを提出する

こと。

ただし、競争参加資格確認申請者及び配置予定管理技術者の業務実績が、財団法人

日本建設技術総合センターの「業務実績情報システム（テクリス）」に登録され、業

務の内容が確認できる場合、契約書及び配置予定管理技術者が従事したことが確認で

きる資料の写しは提出する必要がない。

配置予定管理技術者が保有する資格について、合格証明書等の写しを提出すること。

（４）申請書及び資料等の受領期限・提出場所及び提出方法

① 受領期限：電子入札システムにより提出する場合は、平成２５年１月２１日（月）１

２時００分まで。

ただし、紙入札方式による場合は、同日の１２時００分まで。

② 提出場所：４.(11)①に同じ。
③ 提出方法：申請書及び資料等の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、

発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、②の提出場所へ持参又は

郵送（簡易書留等記録の残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メー

ルにより提出すること。

なお、提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数

表示すること（頁の例：１／○○～○○／○○）。

また、電子入札システムにおける資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり資

料の内容を確認したものではない。

（５）その他

申請書及び資料等に関する問い合わせ先

４．（11）①に同じ

７．競争参加資格確認結果の通知及び競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

競争参加資格の有無の通知は平成２５年２月１日（金）までに電子入札システムで通知す

る。ただし、書面により申請した場合は紙で通知する。

(１) 競争参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休

日を含まない。）以内に、電子入札システムにより分任支出負担行為担当官に対して競争

参加資格がない理由について説明を求めることができる。また、書面により通知を受けた

ものは、書面（様式は任意）を持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限

る。）することにより、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がない理由につい

て説明を求めることができる。

(２) 上記(１)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を

含まない。）以内に電子入札システムにより行う。ただし、書面により提出されたものに
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対しては、書面により行う。

(３) 競争参加資格がない理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下の通りである。

受付場所：４．(11)①に同じ。
受付時間：電子入札システムによる場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く９時００分

から１７時００分まで。紙入札方式による場合は、８時３０分から１７時１

５分まで。

８．入札説明書及び積算基準資料等に対する質問の受付及び回答

（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。（様式

は任意）

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。

受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月１０日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、

最終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

８時３０分から１７時１５分まで。ただし、最終日は１２時００分までとす

る。

提出場所：４.(11)①に同じ。
（２）この積算基準資料等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。

受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年２月５日（火）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、最

終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

８時３０分から１７時１５分まで。ただし、最終日は１２時００分までとす

る。

提出場所：４.(11)①に同じ。
（３）電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名（過去に受注し

た具体的な業務名などの記載により、業者名が類推される場合も含む）を記載しない

こと。このような質問があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがあ

る。

紙入札による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号

を併記するものとする。

（４）（１）の質問に対する回答は平成２５年１月１５日（火）までに、（２）の質問に対

する回答は平成２５年２月８日（金）までに電子入札システムにより回答を行う。た

だし、書面により提出した者については書面あるいはＦＡＸにて回答する。
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また、下記のとおり閲覧に供する。

①期間：回答の翌日から入札執行日の前日までの閉庁日を除く毎日、９時００分から１

７時００分まで。

②場所：４．（11）①に同じ。
９．総合評価落札方式に関する事項

(１) 落札者を決定するための基準

落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。

入札参加者は、価格及び申請書及び資料等をもって入札に参加し、次の各要件に該当す

る者のうち、下記（５）総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価値」と

いう。）の最も高い者を落札者とする。

１）入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
あること。ただし、本業務の予定価格が１，０００万円を超える請負契約について

落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全

て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

２）落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場
合は、予決令第 86 条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
また、本業務は「詳細な低入札価格調査（試行）対象業務」であり、試行調査の詳

細は別紙ー６によるものとする。

３）上記において、評価値が最も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決める。

（２）総合評価の評価項目

総合評価における評価項目は以下のとおり。

評価項 評価の着目点 評価

目 判断基準 のウ

ェイ

ト

配置予 管 資 技 技術者資格 下記の順位で評価する。 ①５

定管理 理 格 術 等、その専門 ①以下のいずれかの資格を有するもの ②３

技術者 技 要 者 分野の内容 ・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連

の経験 術 件 資 科目）又は（建設部門）

及び能 者 格 ・一級土木施工管理技士

力 等 ・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者

又は土木学会一級技術者

②以下のいずれかの資格を有するもの

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者

(技術士部門と同様の部門に限る）
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・道路法第 71 条第４項の道路監理員の経験
を１年以上有する者

・河川又は道路関係の技術的行政経験を 25
年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資

格を有する者

専 業 平成１５年度 下記の順位で評価する。 ①５

門 務 以降の同種又 ①同種業務の実績がある。 ②３

技 執 は類似業務の ②類似業務の実績がある。

術 行 実績の内容

力 技

術

力

情 地 平成１５年度 下記の順位で評価する。 ①５

報 域 以降の同種又 ①当該事務所管内における同種又は類似業務実績 ②３

収 精 は類似業務の がある。※１ ③０

集 通 当該事務所・ ②当該整備局管内における同種又は類似業務実

力 度 周辺での業務 績がある。※２

実績 ③その他

配置予 予定担当技術者の専門技術 下記の順位で評価する。 ①５

定担当 力 ※複数の予定担当技術者が申請された場合は、 ②３

技術者 申請された全ての予定担当技術者の評価点の平 ③０

の経験 均値とする。

①同種業務の実績がある。

②類似業務の実績がある。

③その他

実施方 業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位 １０

針 に評価する。

実施体制 下記の場合に優位に評価する。 ２０

・担当技術者(管理技術者は対象外)の人数、代替要

員の確保など業務を遂行するうえで体制が確保さ

れている場合。

・担当技術者の技術力の確保及び向上に向けた取り

組みが具体的に示されている場合。

・業務発注担当部署からの指示事項等の担当技

術者への円滑な伝達と共有のための手法、及

び担当技術者へのフォロー方法が具体的に示

されている場合。

・業務工程等の変化による業務量の変動に対す

る業務実施体制が具体的に示されている場合
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技術提 本業務における留 的 確 留意点を十分に理解し、対応策が的確な場合に ２０

案 意点 性 優位に評価する。

実 現 必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方 １０

性 法）が網羅されている場合に優位に評価する。

合計（技術評価の配点合計） ８０

※１「当該事務所管内」とは、茨城県内とする。

※２「当該整備局管内」とは、栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県

・長野県・静岡県内とする。

（３） 技術提案の履行確実性

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、別紙中３のとおり技術提案の履行

確実性を評価する。

（４）評価内容の担保

落札者は、申請書及び資料等の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適

切に履行すること。

契約書に明記された申請書及び資料等の内容が受注者の責により実施されなかった場合

は、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

さらに、予定価格が１，０００万円を超える業務にあって、調査基準価格に満たない

者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加

資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達

成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。

①別紙中３（２）の審査項目①～③において、審査時に比較して正当な理由がなく必

要額を下回っていないか。

②別紙中３（２）の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託

額が下回っていないか。

③その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生

じていないか。

④業務成果品のミス、不備等

（５）総合評価の評価方法

１）評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

２）価格評価点の算出方法

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の満点）×（１－入札価格／予定価格）

価格評価点の満点は３０点とする。

３）技術評価点の算出方法

3-1)予定価格が１，０００万円以下の業務場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、
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下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（②に係る評価点）＋（③に係る評

価点）

3-2)予定価格が１，０００万円を超える業務場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、
下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

④技術提案等の履行確実性

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（④の評価に

基づく履行確実性度）

技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）

（６） 申請書及び資料等に関する書類審査の実施

書類審査では申請書及び資料等に記載された内容の確認を行う。

（７） 履行確実性に関するヒアリング

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、以下のとおりヒアリングを行う。

１）どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予

定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、

ヒアリングを実施する。

実施場所：関東地方整備局常陸河川国道事務所内

実施予定日：平成２５年２月２７日（水）

時間：３０分程度

出席者：配置予定管理技術者等

２）ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

３）入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案

の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるお

それがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための

追加資料の提出を求める。

追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記１０．の開札の後、２月１５日（金）午
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後５時までに入札参加者あてに連絡するものとし、その提出は、２月２０日

（水）１２時００分までに行うものとする。

提出を求めることとなる追加資料は、別紙中２のとおり。

４）ヒアリングの出席者には、配置予定管理技術者を必ず含め、資料の説明が可

能な者をあわせ、最大で３名以内とする。

１０．入札及び開札の日時及び場所

入札日時：電子入札システムによる場合は平成２５年２月１３日（水）１２時００分まで。

ただし発注者の承諾を得た場合は、上記同日の１２時００分までに持参するこ

と。

場 所：〒 310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局常陸河川国道事務所入札室

開札日時：平成２５年２月１４日（木） ９時００分

履行期間は平成２５年４月１日からとする。

また、暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、

予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契

約とする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及

び契約の締結は平成２５年４月１日とする。ただし、当該業務にかかる平成２５年度予算

（暫定予算等を含む）成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。

１１．入札方法等

(１) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、

入札書を持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）入札執行回数は、原則２回を限度とし、入札の執行において落札者がない場合は、予

決令第９９条の２の規定により随意契約の適用はしない。

１２．入札保証金及び契約保証金

（１） 入札保証金 免除

（２） 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行水戸代理店（常陽銀行 本店営業

部））。ただし、利付き国債の提供（取扱官庁 関東地方整備局）又は金融機関若し

くは保証事業会社の保証（取扱官庁 関東地方整備局）をもって契約保証金の納付に

代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保険

契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

契約保証金等を必要とする契約の保証期間は、保証契約の締結等の日（４月１日）
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から履行期限を満たすものとする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の

決定及び契約の締結は平成２５年４月１日とする。ただし、当該業務にかかる平成２

５年度予算成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。

１３．開札

入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札

に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

ただし、電子入札システムにより提出した場合は、立ち会いは不要とする。

紙による入札者又はその代理人が１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札は有効

として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該紙による入札参加者は、

再度入札を辞退したものとして取り扱われる。

１４．入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料等に虚偽の記載をし

た者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）競

争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の

入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認を受けた者であっても、

開札の時において指名停止を受けているもの、その他開札の時において上記５．５－１

（３）に掲げる入札参加資格の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されている者で、

平成２５年４月１日に認定がなされる者であることが条件となり、平成２５年４月１日に入

札参加資格の認定がなされない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当

し、入札は無効となります。

また、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合、９．（７）に掲げる履行確実性に

関するヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しな

い場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。

１５．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置

1)虚偽説明等への対応
試行調査又は追加調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが

明らかとなった場合は、地方整備局長等（地方整備局長及び事務所長をいう。以下同

じ。）は、次に掲げる措置を講じるものとする。

①当該業務の成績評定において厳格に反映する。

②過去５年以内に①の措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、「地方支

分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」

（平成１０年８月５日付け建設省厚契発第３３号）において準用する「工事契約に係る指

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）別表第２第１５項に

より指名停止を行う。

2)結果の公表
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試行調査を経て契約を行った場合は、別に定めるところにより公表するものとする。

追加調査を経て契約を行った場合は、低入調査の結果を別に定めるところにより公表す

るとともに、追加調査の資料－３を関東地方整備局のホームページにおいて公表するもの

とする。

3)契約後の取扱い
地方整備局長等は、試行調査又は追加調査を経て契約を行った建設コンサルタント業務

等については、試行調査及び追加調査で提出された資料等を調査職員(測量業務、地質調

査業務及び補償コンサルタント業務にあっては監督職員。)に引き継ぐとともに、仕様書

で定められた業務計画書(補償コンサルタント業務にあっては業務工程表。)の内容のヒア

リングを行うこととし、業務計画書の記載内容が試行調査及び追加調査の内容と異なる場

合は、その理由等について確認を行うこととする。また、別に定めるところにより、①業

務実施状況の調査、②現場作業状況の調査、③照査状況の調査及び④業務コスト調査を行

うこととする。

１６．契約書作成の要否等 要

１７．支払条件

支払い条件については、下記を予定している。ただし、契約金額又は工期によって変更す

る場合がある。

平成２５年度 部分払金 ６ 回以内

平成２６年度 部分払金 ５ 回以内

１８．火災保険付保の要否 否

１９．落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明

（１）非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は非落札理由について、分

任支出負担行為担当官に対して、次に従い説明を求めることができる。（様式は任意）

①提出期限：落札者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）

後の１７時００分。

②提出場所：４．(11)①に同じ
③提出方法：電子入札システムにより提出する。ただし、紙入札方式の場合は、書面を

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る）することにより

提出するものとし、ＦＡＸによるものは受け付けない。

（２）分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して

５日以内（休日を含まない）に説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答す

る。ただし、書面により提出した者に対しては、書面により回答する。

２０．再苦情申立て

（１）7.（２）及び１９．(２)の回答に不服がある者は、当該回答に係る書面を受け取った
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日から７日（休日を含まない）以内に、書面により関東地方整備局長に対して再苦情

の申し立てを行うことができる。再苦情申し立てについては、入札監視委員会にて審

議を行う。

（２）再苦情申し立ての受付窓口及び受付時間

①受付窓口 関東地方整備局 総務部 契約課 工事契約調整係

〒 330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎２号館 １７階

ＴＥＬ ０４８－６０１－３１５１（代）内線２５３５

②受付時間 上記期間の休日除く毎日 ９時１５分から１８時００分まで

２１．関連情報を入手するための照会窓口

４．（11）①に同じ。

２２．その他

（１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、別冊関東地方整備局（港湾空港関係除く）競争契約入札心得及び別冊

契約書案を熟読し、関東地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。

（３）申請書及び資料等に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料等を無効とす

るとともに、指名停止を行うことがある。

（４）同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建

設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設

コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断す

るものとする。

（５）申請書及び資料等の作成、提出、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合の履

行確実性審査のための追加資料の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の

負担とする。

（６）提出された申請書及び資料等は返却しない。なお、提出された申請書及び資料等は競

争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。

（７）提出期限以降における申請書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。また、申

請書及び資料等に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死

亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者である

との発注者の了解を得なければならない。

（８）電子入札システムは閉庁日を除く毎日、午前９時から午後６時まで稼働している。ま

た、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電

子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で

公開する。

電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp
（９）電子入札システムを利用する場合の事前準備及びシステム操作マニュアルは、電子入

札施設管理センターホームページの「ご利用ガイド」を参考とすること。
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（10）障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先

電子入札施設管理センターヘルプデスク TEL 03-3505-0514
電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先

取得しているＩＣカードの機関

ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下

記へ連絡すること。

〒 310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 経理課 契約係

電話 ０２９－２４０－４０６２

（11）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通
知書及び受付票を送信者に発行するので確認を行うこと。この確認を怠った場合には、

以後の入札手続に参加出来なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。

・競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動発行）

・競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせ

る。）

・競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行）

・辞退届受付票

・日時変更通知書

・入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）

・入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）

・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にﾒｰﾙでも知らせる。）

・決定通知書

・保留通知書

・取止め通知書

（12）第１回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、
電子入札、紙により持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間か

ら３０分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機する

こと。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。

（13）評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所に
ついては、発注者から電話等により指示する。

（14）「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成１４年９月５日付け国官技第１４２号
）、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２０年９月２６日付け国官技第１２

６号）及び「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２３年３月２８日付け国官技

第３６０号）に基づく業務成績以外は評価の対象としない。
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（平成２０年１０月１日以降に契約を締結した業務及び平成２０年１２月１日以降に完

了した業務については、１００万円を超える業務を評価の対象とし、それ以外について

は５００万円を超える業務を評価の対象とする。）

（15）落札者の決定等の公表
本業務の入札の過程の透明性を確保するため、落札者の決定後、入札参加者から提出

された申請書及び資料等の評価結果、入札金額、総合評価の結果、落札者の決定理由に

ついて公表するものとする。

（16）受注者が負う可能性のある罰則等
１）本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法第４５号）その他の罰則の適用につい

ては、法令により公務に従事する職員とみなされる。

２）法第２５条第１項の規定（秘密保持）に違反して、公共サービスの実施に関して知

り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

に処されることとなる（法第５４条）。

３）次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30万円以下の罰金に処され
ることとなる。

・「法第２６条第１項」による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は「法第

２６条第１項」による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者。

・正当な理由なく、「法第２７条第１項」による指示等に違反した者。

４）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記３）の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、
行為者を罰するほか、その法人又は人も上記３）の刑を科されることとなる。

（17）国土交通省が行う警察庁への意見聴取に対する協力について
・本業務は、法第２条第７項に規定する民間競争入札の対象であるため、参加者につ

いて、競争参加資格として設定されている暴力団排除に関する欠格事由（法第１５条

において準用する第１０条第４号、第６号、第７号、第８号及び第９号をいう。）へ

の該当の有無を警察庁へ意見聴取することが必要な業務である。

・そのため、入札に参加しようとする者は、「暴力団排除に関する欠格事由の確認に

ついて」（別添資料１）を踏まえ、国土交通省（当地方整備局を含む。）が行う警察

庁への意見聴取に協力しなければならないものとする。

・なお、必要な資料を適時に提出しないなど上記手続に協力しているとは認められな

いときは、入札心得第６条第１１号に該当するものとして入札無効と取り扱われる

（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者としての決定も取り消され

る）ことに留意すること。

・また、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされ

たときは、競争参加資格の確認をした後であっても競争参加資格を満たさない者とし

て入札無効と取り扱われる（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者

としての決定も取り消される）ことに留意すること。

（18）本業務における予定価格の作成にあたっては、平成 24 年度労務単価、材料単価を適
用する予定である。
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ただし、開札日７日前時点までに、平成 25 年度労務単価、材料単価が策定され公表
された場合は、平成 25年度労務単価、材料単価を適用する。

(19) 競争参加資格の確認について
５．５－１（３）に掲げる競争参加資格があると判断できる資料として、平成２５・

２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の申請書が受理されていることが確認できる

資料（受付票又は、受付印の押されている書類の写し等）を平成２５年１月３１日まで

に上記４．（１１）①までＦＡＸ又は電子メールにより送付すること。ただし、６．

（４）①の受領期限までに提出できる場合は６．（４）③の提出方法により提出するこ

とができるものとする。



 1 

別紙－１．業務ボリューム 

 「平成２１～２３年度の許認可件数・特殊車両通行許可件数」 

業務発注担当部署別の一覧表 
 

H21 H22 H23 H21 H22 H23

青森河川国道事務所 366 419 527 1,500 1,057 1,134
岩手河川国道事務所 277 348 592 1,021 627 836
三陸国道事務所 209 199 546 201 1,019 1,331
仙台河川国道事務所 906 785 958 5,742 4,846 5,488
秋田河川国道事務所 284 347 356 1,639 1,437 1,781
湯沢河川国道事務所 91 77 88 170 106 142
能代河川国道事務所 59 132 84 395 203 289
山形河川国道事務所 372 403 250 763 525 739
酒田河川国道事務所 210 66 142 478 319 520
福島河川国道事務所 124 120 175 973 1,062 1,110
郡山国道事務所 338 236 408 1,317 978 1,183
磐城国道事務所 156 157 102 346 193 212

東京国道事務所 2,949 3,302 3,374 11,461 14,159 16,047
横浜国道事務所 2,205 2,198 2,558 10,767 6,370 9,185
宇都宮国道事務所 330 369 287 5,650 4,880 5,517
千葉国道事務所 588 717 682 14,369 13,259 17,362
常陸河川国道事務所 781 463 347 3,734 3,070 2,651
相武国道事務所 605 611 747 6,854 5,654 6,098
大宮国道事務所 603 747 959 5,008 5,869 6,074
高崎河川国道事務所 361 380 247 4,377 3,861 4,338
長野国道事務所 459 389 545 2,036 1,361 1,541
甲府河川国道事務所 665 685 745 1,953 1,690 1,852
首都国道事務所 94 102 133 0 0 0
北首都国道事務所 85 94 79 3,347 3,920 2,516
羽越河川国道事務所 - 78 126 - - 0
新潟国道事務所 1,586 337 236 3,385 2,446 3,378
長岡国道事務所 212 203 503 1,493 1,108 1,230
高田河川国道事務所 209 159 148 682 501 558
富山河川国道事務所 366 347 485 1,396 1,015 1,918
金沢河川国道事務所 542 333 477 5,820 3,267 3,808
多治見砂防国道事務所 105 118 113 2,681 2,346 3,145
岐阜国道事務所 209 409 560 4,714 3,213 2,907
高山国道事務所 106 123 178 536 230 219
静岡国道事務所 498 617 687 16,052 11,120 14,989
浜松河川国道事務所 141 139 165 1,597 1,357 2,196
名古屋国道事務所 1,994 1,400 1,578 17,891 13,821 14,147
三重河川国道事務所 397 488 612 4,813 4,700 6,499
紀勢国道事務所 203 160 236 71 56 131
北勢国道事務所 30 41 33 4,065 3,336 3,291
飯田国道事務所 296 217 323 2,482 2,402 2,681

中部地方
整備局

特車申請許可件数

関東地方
整備局

北陸地方
整備局

東北地方
整備局

地方整
備局等

事務所名
許認可審査件数
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H21 H22 H23 H21 H22 H23

滋賀国道事務所 527 667 502 1,809 1,370 1,731
福知山河川国道事務所 332 325 265 359 352 451
京都国道事務所 676 715 794 1,218 1,356 1,845
大阪国道事務所 1,440 1,484 1,967 15,210 10,173 13,427
豊岡河川国道事務所 163 192 190 0 113 811
姫路河川国道事務所 204 208 256 2,074 1,408 1,518
兵庫国道事務所 1,438 1,452 1,688 6,609 4,298 3,836
奈良国道事務所 498 553 657 468 592 422
和歌山河川国道事務所 465 364 424 2,096 1,698 1,668
紀南河川国道事務所 334 267 376 0 1 102
福井河川国道事務所 239 265 263 3,784 2,637 2,564
鳥取河川国道事務所 400 590 600 255 194 332
倉吉河川国道事務所 220 221 233 450 254 339
松江国道事務所 1,072 1,216 1,252 1,774 1,552 1,342
浜田河川国道事務所 288 251 289 1,655 931 1,411
岡山国道事務所 1,379 1,432 1,496 3,996 2,630 3,199
福山河川国道事務所 355 422 533 4,586 3,048 3,295
三次河川国道事務所 96 77 74 1,610 934 1,194
広島国道事務所 2,183 2,362 2,677 10,284 6,628 7,602
山口河川国道事務所 2,727 3,006 3,038 5,255 3,455 4,268
徳島河川国道事務所 473 642 546 1,837 1,290 1,511
香川河川国道事務所 362 428 476 2,713 2,215 2,388
松山河川国道事務所 290 470 471 2,008 1,254 1,817
大洲河川国道事務所 228 225 238 720 526 584
中村河川国道事務所 56 40 30 314 219 262
土佐国道事務所 516 614 640 1,879 1,420 1,780

福岡国道事務所 2,954 2,936 3,254 9,510 6,483 7,389
北九州国道事務所 548 588 621 5,020 3,290 4,248
佐賀国道事務所 323 667 262 2,776 1,669 2,381
長崎河川国道事務所 415 343 565 1,360 644 930
熊本河川国道事務所 　 403 389 868 4,371 2,774 4,466
大分河川国道事務所 1,594 1,052 916 2,621 1,871 2,331
佐伯河川国道事務所 86 111 58 0 35 48
宮崎河川国道事務所 255 270 293 1,278 794 1,063
延岡河川国道事務所 75 39 83 614 549 709
大隅河川国道事務所 92 107 144 344 169 364
鹿児島国道事務所 589 427 714 2,416 2,184 2,585

北部国道事務所 107 142 118 93 41 188
南部国道事務所 443 497 530 1,542 1,230 1,357

44,856 44,571 49,792 256,687 199,664 236,801

特車申請許可件数

近畿地方
整備局

中国地方
整備局

四国地方
整備局

許認可審査件数地方整
備局等

事務所名

各地方整備局等合計

九州地方
整備局

沖縄総合
事務局

 
 



様式－２ 予定価格 59,690,000 (消費税抜き)

調査基準価格 47,750,000 (消費税抜き)

入札調書（総合評価落札方式） 価格点の満点 30

１．件名 Ｈ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その１業務

２．所属事務所 常陸河川国道事務所

３．入札日時    ９： ００ ～

　　　　　　　　

評価値

(Ａ）＋（Ｂ）

評価のウェート 11.2 3.7 22.5 22.5 60.0 － 30.0000 90.0000

（株）アイ・ディー・エー 9.7 3.7 18.7 11.2 1.00 43.5 50,000,000 4.8701 48.3701

（株）長大テック 7.5 2.7 19.9 11.2 1.00 41.4 51,500,000 4.1162 45.5912

（社）関東建設弘済会 11.2 3.7 19.9 17.4 1.00 52.3 54,000,000 2.8597 55.2097 落札

　　　※「技術評価点の内訳」に「履行確実性度」に係る係数を乗じた合計点数と技術評価点合計（Ａ）点数は 端数処理のため、合致しない場合があります。 　　　　

　　　※技術評価点合計（Ａ）点数＋価格評価点（Ｂ）と評価値（Ａ）＋（Ｂ）は 端数処理のため、合致しない場合があります。

　　　入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額である。

摘要業　者　名
予定技術者の
経験及び能力

予定担当技術
者の経験

技術提案 入札価格 価格評価点（Ｂ）実施方針

技術評価点
合計（Ａ）

技術評価点の内訳

備考

平成25年2月14日

第１回

履行確実性度
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入 札 説 明 書（総合評価落札方式（道路許認可審査・適正化指導業務））

関東地方整備局常陸河川国道事務所のＨ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指

導その２業務に係わる入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除

く））に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書に

よるものとする。

本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の

業務である。

なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２５年度本予算が成立し、予

算示達がなされることを条件とするものである。

また、本業務は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第

５１号。以下「法」という）に基づき実施される業務である。

１．公告日 平成２４年１２月２６日（水）

２．契約担当官等

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 常陸河川国道事務所長 久保田 一

茨城県水戸市千波町１９６２－２

３．業務名 Ｈ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その２業務

（電子入札対象案件）

４．業務概要

（１）業務目的

本業務は、常陸河川国道事務所（土浦、岩瀬、鹿嶋の各国道出張所）の管内において、

道路法に基づき道路の適正な利用と管理を図るため各種申請等の審査･指導等及び道路

の不正使用･不法占用の指導取締り、関連する調査や資料整理、現地調査等の補助的業

務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目

的とする業務である。

（２）業務の内容

本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

なお、本業務の遂行にあたっては、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管

理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を

行うものである。

ａ．許認可審査業務

１）道路法に基づく申請書類の受付及び審査等

２）苦情申立（行政相談）等に係る受付、伝達、現地立会

３）許認可審査に係る各種台帳、台帳附図等の整備

４）災害時等緊急時における業務
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ｂ．適正化指導業務

１）道路法に基づく指導取締り等

２）適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整備

ｃ．その他

管理技術者は、上記各条項において、担当技術者から報告を受けた場合の報告等

ｄ．予定許認可審査件数は、以下のとおり想定している。

○土浦国道出張所

予 定 許 認 可 審 査 件 数：１４０件／年（２８０件／２年）

予定不法占用指導取締り件数： １０回／年（ ２０回／２年）

○岩瀬国道出張所

予 定 許 認 可 審 査 件 数：１５０件／年（３００件／２年）

予定不法占用指導取締り件数： １０回／年（ ２０回／２年）

○鹿嶋国道出張所

予 定 許 認 可 審 査 件 数：１１０件／年（２２０件／２年）

予定不法占用指導取締り件数： １０回／年（ ２０回／２年）

業務は同時に３件を実施すること。

なお、対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報については、別紙－１

「業務ボリュームの参考指標」、別紙－３「従来の実施状況に関する情報の開示」を参

照。

（３）技術提案に関する要件

競争参加資格確認申請書等を提出するもの（以下「競争参加資格確認申請者」とい

う。）は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し、各提案を行うも

のとする。

１）業務の実施方針に関する提案

競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等に

ついて、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うことと

する。

２）本業務における留意点に対する技術提案

競争参加資格確認申請者は、下記について、本業務における留意点を踏まえた技術

提案を行うこととする。

本業務における留意点に対する技術提案：本業務において、統一的な判断・対応を行

う履行体制を確保するための取組み（複数

の担当技術者で業務を実施する場合等）に

ついて

（４）履行期間 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日まで

（５）主たる部分

本業務における「主たる部分」は道路管理に関する業務共通仕様書第１６条第１項に

示すとおりとする。

（６）再委託の禁止

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
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（７）成果品

成果品は以下のとおりとする。

・業務報告書 １式

・引継事項記載書 １式

・打合せ資料 １式

（８）本業務は、業務計画等に関する競争参加資格確認申請書（以下「申請書」とい

う。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料等」という。）を受け付け、価格と価

格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。

また、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 85 条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格が１，
０００万円を超える業務の場合に、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するた

め、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。

（９）本業務は申請書及び資料等の提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。

ただし、以下の点に留意すること。

・電子入札システムによる手続きは、同じＩＣカードにて手続きを行うこと。ただし、

使用していたＩＣカードについて、ＩＣカード発行機関のＩＣカードの利用に関する

規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用するこ

とができなくなることが確実な場合においては、業務発注担当部署の承諾を得た場合

に限り、当該入札に関して入札権限のある他のＩＣカードに変更することができる。

・当初より、電子入札システムによりがたいものは、業務発注担当部署の承諾を得た場

合に限り紙入札方式に代えることができるので、下記により提出されたい。なお、そ

の際は下記提出先に連絡すること。

提出方法：紙入札方式参加承諾願及び返信用封筒（申請書の住所、氏名を記載し、

簡易書留料金分を加えた料金（３８０円）の切手を貼った長３号封筒

）を郵送又は託送（簡易書留等記録の残るものに限る。）するものと

し、持参は認めない。

提 出 先：(11)①
受付期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月２１日（月）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

まで。ただし、最終日は１２時００分までとする。

・電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として

認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続に影響が

ないと業務発注担当部署が認めた場合に限り、例外的に認めるものする。

・以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の業務発注

担当部署の承諾を前提として行われるものである。

（10）本業務の契約書(案)、特記仕様書は別冊のとおりである。
（11）担当部局

〒 310－ 0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

国土交通省 関東地方整備局常陸河川国道事務所

①契約関係
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経理課 契約係

電 話：０２９－２４０－４０６２

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８１

電子メール hitachi-keiyaku@ktr.mlit.go.jp
②技術関係

道路管理第一課 道路管理係

電 話：０２９－２４０－４０７２

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８８

５．競争参加資格

５－１．単体企業

（１）法第 15条において準用する法第 10条各号に該当する者でないこと。
・なお、入札に参加しようとする者は、競争参加資格を確認する資料として、申請

書及び資料等の提出期限までに、様式１９に従い、次に掲げる事項を記載した誓約

書を提出すること。

①法第 15条において準用する第 10条各号のいずれにも該当しないこと及び暴力団
又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

②暴力団排除に関する欠格事由（法第 15 条において準用する第 10 条第 4 号、第 6
号、第 7号、第 8号及び第 9号）について関東地方整備局が別に定める手続（別
添資料１を参照。）により行う警察庁への意見聴取に協力すること。なお、警

察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたと

きは、競争参加資格の確認を受けた後であっても競争参加資格を満たさない者

とされることに異存がないこと。また、関東地方整備局が行う警察庁への意見

聴取に協力しなかったときは、入札に関する条件に違反するものとして入札無

効とされることに異存がないこと。

（２）予決令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
（３）関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２５・２６年度の一般競争

（指名競争）参加資格の定期受付において、平成２５年１月３１日までに土木関係

建設コンサルタント業務の申請を行い受理されていること。

なお、平成２５年４月１日に一般競争（指名競争）参加資格のうち土木関係建設コ

ンサルタント業務の認定を受けていること。

（４）申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長か

ら建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省公共事業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。

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申立てがな

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

立がなされている者でないこと。

５－２．設計共同体

５－１．に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業
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務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成２４年

１２月２６日付け関東地方整備局長）に示すところにより、関東地方整備局長からＨ２

５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その２業務に係る設計共同体として

の競争参加者の資格（以下「設計共同体としての資格」という。）の認定を当該業務の

開札の時までに受けているものであること。

５－３．５－１（３）に掲げる平成２５・２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の認定

を受けていない者も６により申請書及び資料等を提出することができるが、平成２５・

２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の定期受付において、土木関係建設コンサル

タント業務の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されていること。また、５－

２に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないものは開札の時までに認定を

受けていなければならない。

５－４．入札参加者間の公平性

入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をと

ることは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定（入札参加者は、入札に当たって

は、他の入札参加者と入札意志、入札価格（入札保証金の金額を含む。）又は入札書、

工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行って

はならず、独自に入札価格を定めなければならない）に抵触するものではないことに留

意すること。

（１）資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会

社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）親会社と子会社の関係にある場合

２）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

（２）人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし１）については、会社の一方が更生

会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

２）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

（３）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ

る場合。

５－５．競争参加資格確認申請者に関する要件

（１）中立公平性に関する要件

本業務に関連する特定の企業や団体と資本・人事面における関連の有無に関わらず、

業務提携及び技術提携等行うなど、中立性・公平性に欠ける者でないこと。

（２）中立公平性に関する誓約書の提出

上記（１）における中立公平性が確認できる誓約書若しくは資料の写しを様式自由

にて競争参加資格確認時に提出することとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加

資格確認申請書等と同様とする。また、誓約書を電子入札システムによる提出の場合
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は代表者の押印は不要とし、持参又は郵送による場合は代表者の押印のうえ提出する

ものとする。

（３）業務実施体制に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、関東地方整備局管内に業務拠点(配置予定管理技術

者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。

・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

（４）業務実績に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す業務（平成

２４年度完了予定の業務も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点未満の場

合は実績として認めない。

なお、提出された業務実績が「国土交通省地方整備局（港湾空港関係を除

く。）」における場合において、業務実績が当該者のものと確認できない場合は、

当該者の業務実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合

とは、合併及び会社分割等における「一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定

（又は新規の認定）」を受けていない事、若しくは、再認定（又は新規の認定）時

に実績の承継が認められていない場合を指す。

業務：国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）、公

益法人（注４）、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(注５)が発注

した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（注７）、ＣＭ業務、Ｐ

ＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業

務、管理施設調査・運用・点検業務（注８）、測量業務、地質調査業務。

注１）「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律施行令第一条に示す、関西国際空港(株)、首都高速道路(株)、中日本高速道

路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、日本環境安全事業(株)、阪

神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、日本中央

競馬会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究

基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人空港周辺整備機

構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独

立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法

人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国

立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、

独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政

法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日

本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立

行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人
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労働者健康福祉機構（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法

人、附則第２条から第４条に示す独立行政法人を含む）に加え国土交通省所管

のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。

注２）「地方公共団体」とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体

（都道府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産区、

及び地方開発事業団）をいう。

注３）「地方公社」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推

進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給

公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」をいう。

注４）「公益法人」とは、次のものをいう。

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立

された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、

平成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記を

していない法人（特例社団法人又は特例財団法人）。

注５）「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、鉄道会社、空港会社、道

路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。

注６）「発注者支援業務」とは、積算技術業務、技術審査業務及び工事監督支援

業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容については別紙－４を参照。

注７）「公物管理補助業務」とは、河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、

ダム管理支援業務、堰･排水機場等管理支援業務、道路巡回業務及び道路許認

可審査･適正化指導業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容については

別紙－４を参照。

注８）「管理施設調査・運用・点検業務」とは管理施設調査業務、管理施設運用

業務、管理施設点検業務をいう。

５－６．配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定管理技術者の資格等

以下のいずれかの資格等を有するもの。

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）

・一級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※１）（技術士部門と同様の建設

部門に限る）

・道路法第７１条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者

・道路又は河川関係の技術的行政経験（※２）を２５年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者

※１「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職

等により登録ができない立場にいる者

※２「道路又は河川関係の技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、特殊法人
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等で職員として従事したことをいう。

※外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が

開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あ

らかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定を受けている必要があ

る。

なお、申請書及び資料等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請

書及び資料等を提出することができるが、この場合、申請書及び資料等提出時に当

該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受け

るためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを

提出しなければならない。

（２）配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

配置予定管理技術者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務

（平成２４年度完了予定の業務も対象に含む）において、１件以上の実績を有するこ

と。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点未満の場

合は実績として認めない。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験の

ほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認め

る。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体

（注２）（都道府県及び政令市を除く）、地方公社（注３）、公益

法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が

発注した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（道路）（注

７）、管理施設調査・運用・点検業務（道路）（注８）ＣＭ業務、

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務

２）類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）又は大規模な土木工事を

行う公益民間企業（注５）が発注した土木設計における概略･予備･詳

細設計業務（道路）、土木工事における監理技術者の業務

なお、同種業務・類似業務の区分については、別紙－５参照。

（注○）の説明は５－５（４）と同じ。

（３）恒常的雇用関係

配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接

的雇用関係がなければならない。

（４）手持ち業務量

１）配置予定管理技術者は、平成２５年４月１日現在の手持ち業務量（本業務を含

まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定も含む)を受けているが未契約

のものを含む。また、履行期限が平成２５年３月３１日以前となっているものは

含まない。さらに、複数年契約の業務の場合は、当該年の年割額とする。以下、
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同じ。）が 4 億円未満かつ 10 件未満の者であること。ただし、手持ち業務とは
管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務における主任技術者及び担当

技術者、補償コンサルタント業務における主任担当者及び担当技術者、又は他の

業種においてはこれらに相当する技術者を含む。）となっている契約金額が 500
万円以上の業務をいう。

平成２５年４月１日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コ

ンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）において調査基準価格を下回る金

額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額については4億円未

満を2億円未満に、件数については10件未満を5件未満にするものとする。

２）本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額 4 億円未満、件数
で 10 件未満（平成２５年４月１日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に
係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）で調査基準価格を下回

る金額で落札したものがある場合には契約金額で 2億円未満、件数で 5件未満）
を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を発注者に報告しなけれ

ばならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認め

られる場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までの全ての要件を満たす

技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する

場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者

③ 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している

配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

５－７．配置予定担当技術者に対する業務実施上の要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定担当技術者の資格

以下のいずれかの資格等を有するもの。

ただし、競争参加資格確認時に所有資格の確認は行わない。

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）、技術士補（建

設部門）

・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者、土木学会１級技術者又は土木学会

２級技術者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※１）(技術士部門と同様の建設

部門に限る）

・「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験が

１年以上の者

・道路法第 71条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者
・道路もしくは、河川関係の技術的行政経験（※２）又は、道路交通行政経験（※

３）を１０年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者
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※１「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職

等により登録ができない立場にいる者

※２「道路もしくは、河川関係の技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、特

殊法人等で職員として従事したことをいう。

※３道路交通取り締まり等の行政経験者をいう。

（２）配置予定担当技術者における同種又は類似業務等の実績

配置予定担当技術者における平成１５年度以降に完了した同種又は類似業務（平成

２４年度完了予定の業務も対象に含む）は以下のとおりとする。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験の

ほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認め

る。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

ただし、競争参加資格確認時に保有実績の確認は行わない。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体

（注２）（都道府県及び政令市を除く）、地方公社（注３）、公益

法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が

発注した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（道路）（注

７）、管理施設調査・運用・点検業務（道路）（注８）ＣＭ業務、

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務

２）類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）又は大規模な土木工事を

行う公益民間企業（注５）が発注した土木設計における概略･予備･詳

細設計業務（道路）、土木工事における監理技術者の業務

なお、同種業務・類似業務の区分については、別紙－５参照。

（注○）の説明は５－５（４）と同じ。

５－８．申請書及び資料等に関する要件

以下の（１）に示す申請書及び資料等の内容」において、内容が殆ど記載されてい

ない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

（１）申請書及び資料等の内容 （各個別様式は別紙－２参照）

・競争参加資格確認申請書 （様式－１）

・企業の平成１５年度以降に完了した業務実績 （様式－２）

・配置予定管理技術者の経歴等 （様式－３）

・配置予定管理技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度完了予定含

む）の同種又は類似業務実績 （様式－４）

・関東地方整備局管内に所在している業務拠点 （様式－５）

・業務実施体制 （様式－６）

・予定担当技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度完了予定含む）の同種

又は類似業務実績 （様式－１０）

・業務の実施方針 （様式－７） ※業務の実施体制図は別途添付

・技術提案 （様式－８）

・申請書 （様式－９） ※代表者名にて業務発注担当部所長あて
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・中立公平性を確保していることを示す誓約書（様式自由：様式番号を１１として下

さい）

・恒常的雇用関係に関する要件の確認（様式１２）

・法第 15 条において準用する法第 10 条各号に該当する者でないこと等（５．５－１．
（１）を参照。）を示す誓約書（様式１９）

６．申請書及び資料等の提出等

本競争の参加希望者は、次に従い、申請書及び資料等を提出しなければならない。

なお、提出期限までに申請書及び資料等が提出場所に到達しなかった場合は、本競争に参

加することはできない。

（１）作成方法

電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、以下の点に留意するこ

と。

①配布された様式を基に作成を行うものとし、文字サイズは 10 ポイント以上、ファイ
ル形式は、Microsoft Word2000形式以下、Microsoft Excel2000形式以下、Just System
一太郎 Ver.10形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
なお、プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。また、送

信された申請書及び資料等のプリントアウトは白黒印刷で行う。

②複数の申請書及び資料等は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるもの

や図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量３ＭＢ

以内とすること。（２つ以上のファイルは認めない。）ただし、圧縮することにより

３ＭＢ以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮（自己解凍形式は除
く。）して送付することを認める。

申請書及び資料等は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で

入りきらない場合は競争参加資格確認申請書類一式（電子入札システムとの分割は認

めない）を平成２５年１月２１日（月）１２時００分必着で持参又は郵送（書留郵便

等の配達の記録が残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メール（電送又は電子

メールの場合には着信を確認すること。）により４．(11)①へ提出するものとし、ま
た、電子入札システムにより次の内容を記載した書面（様式－９）のみを送信するこ

と。

・郵送する旨の表示

・郵送する書類の目録

・郵送する書類の頁数

・発送年月日

なお、申請書の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要である。

ただし、指定の容量を超えて持参、郵送、電送又は電子メールによる場合は押印する

こと。

（２）競争参加資格の確認は、申請書及び資料等の提出期限日をもって行うものとする。

（３）申請書及び資料等の作成及び記載上の留意事項

１）申請書及び資料等内容の留意事項
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申請書及び資料等について、記載された事項以外の内容を含む申請書、又は書面及び

書式に示された条件に適合しない資料等については申請書を無効とする場合があるの

で注意すること。

なお、申請書及び資料等の様式は、別紙２の様式１～８及び１０～１２（Ａ４版）に

示されるとおりである。

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項

企業の業務実績 ・競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績について記

載する。

・５．５－５（４）に規定する業務に関する実績を対象とする。

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

見込みの業務も対象とする。

・記載する件数は最大２件とする。

・記載様式は様式－２とし、１件につきＡ４判１枚以内に記載す

る。

配置予定管理技術 ・配置予定の管理技術者について５．５－６(1),(4)に示す資格
者の経歴等 ・業務経験等について記載する。

保有資格の資格証等の写しを添付すること。

・手持ち業務は平成２５年４月１日現在、国土交通省以外の発注

者（国内外を問わず）のものも含めて全て記載する。

手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者となっている 500 万
円以上の他の業務とし、本業務以外の業務で配置予定技術者と

して未契約業務（特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定

も含む)を受けているが未契約のものを含む。）がある場合

は、手持ち業務の記載対象とし業務名の後に「未契約」と明記

するものとし、参考見積金額を契約金額として記載する。

・当該地域での業務実績について、関東地方整備局管内で行った

業務の実績を最大２件記載する。業務実績とは発注者の別、同

種・類似などの業務種別に関わらず、当該地域で受託した全て

の業務をいう。

なお、対象は平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４

年度完了予定業務も対象とする。

・記載様式は様式－３とする。

配置予定管理技術 ・配置予定の管理技術者が過去に従事した５．５－６(2)に示す
者の同種又は類似 「同種又は類似業務」の実績について記載する。

業務等の実績 ・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成

績が６０点未満の場合は実績として認めない。

・記載する件数は最大２件とする。
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・競争参加資格申請者以外が受託した業務実績を記載する場合

は、当該業務を受託した企業名を記載すること。

・記載様式は様式－４とする。１件につきＡ４判１枚以内に記載

する。

地方整備局管内の ・関東地方整備局管内の業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的

所在している業務 に常駐し業務を行うところ）を記載する。

拠点 ・記載様式は様式－５とする。

配置予定担当技術 ・配置予定の担当技術者の人数を記載する。

者の同種又は類似 ・配置予定の担当技術者の実績５．５－７(2)に示す「同種・類
業務等の実績 似・なし」のいずれかを記載する。（氏名は記載しない。）

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。

・記載様式は様式－１０とする。

業務実施体制 ・業務分担について記載する。

・設計共同体により業務を実施する場合は、設計共同体の構成員

である旨を記述するとともに、企業名を記載すること。

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合

又は学識経験者などの技術協力を受けて業務を実施する場合

は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託又は協力先、

その理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。ただし、業

務の主たる部分を再委託してはならない。

・配置予定技術者を記載する。

・本業務に従事予定の担当技術者の人数を記入すること。

・記載様式は様式－６とする。

業務の実施方針 ・業務実施体制図は別途添付すること。

・記載様式は様式－７とし、Ａ４判２枚以内に記載すること。

技術提案 ・入札説明書４．（３）２）に示した、本業務における留意点に

対し具体的に記載すること。記載にあたっては、概念図、出典

の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障は

ないが、本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いること

は認めない。

・記載様式は様式－８とし、Ａ４判１枚以内に記載すること。

中立公平性 ・中立公平性を確保していることを示す誓約書を様式自由（様式

番号を１１として下さい）にて提出すること。

恒常的雇用関係 ・恒常的雇用関係に関する要件の確認資料とし様式－１２に記載

すること。

２）業務実績を証明する資料及び配置予定管理技術者の資格証明書の写し

競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績として記載した業務について、



- 14 -

その業務に係る契約書の写しを提出すること。

配置予定管理技術者が過去に従事した同種又は類似業務の実績として記載した業務

について、請負（委託）業務で従事した実績の場合、その業務に係る契約書及び配置

予定管理技術者が従事したことが確認できる資料（例えば業務計画書の表紙及び配置

予定管理技術者が業務に従事していることが確認できるページ）等の写しを提出する

こと。

ただし、競争参加資格確認申請者及び配置予定管理技術者の業務実績が、財団法人

日本建設技術総合センターの「業務実績情報システム（テクリス）」に登録され、業

務の内容が確認できる場合、契約書及び配置予定管理技術者が従事したことが確認で

きる資料の写しは提出する必要がない。

配置予定管理技術者が保有する資格について、合格証明書等の写しを提出すること。

（４）申請書及び資料等の受領期限・提出場所及び提出方法

① 受領期限：電子入札システムにより提出する場合は、平成２５年１月２１日（月）１

２時００分まで。

ただし、紙入札方式による場合は、同日の１２時００分まで。

② 提出場所：４.(11)①に同じ。
③ 提出方法：申請書及び資料等の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、

発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、②の提出場所へ持参又は

郵送（簡易書留等記録の残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メー

ルにより提出すること。

なお、提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数

表示すること（頁の例：１／○○～○○／○○）。

また、電子入札システムにおける資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり資

料の内容を確認したものではない。

（５）その他

申請書及び資料等に関する問い合わせ先

４．（11）①に同じ

７．競争参加資格確認結果の通知及び競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

競争参加資格の有無の通知は平成２５年２月１日（金）までに電子入札システムで通知す

る。ただし、書面により申請した場合は紙で通知する。

(１) 競争参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休

日を含まない。）以内に、電子入札システムにより分任支出負担行為担当官に対して競争

参加資格がない理由について説明を求めることができる。また、書面により通知を受けた

ものは、書面（様式は任意）を持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限

る。）することにより、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がない理由につい

て説明を求めることができる。

(２) 上記(１)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を

含まない。）以内に電子入札システムにより行う。ただし、書面により提出されたものに
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対しては、書面により行う。

(３) 競争参加資格がない理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下の通りである。

受付場所：４．(11)①に同じ。
受付時間：電子入札システムによる場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く９時００分

から１７時００分まで。紙入札方式による場合は、８時３０分から１７時１

５分まで。

８．入札説明書及び積算基準資料等に対する質問の受付及び回答

（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。（様式

は任意）

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。

受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月１０日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、

最終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

８時３０分から１７時１５分まで。ただし、最終日は１２時００分までとす

る。

提出場所：４.(11)①に同じ。
（２）この積算基準資料等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。

受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年２月５日（火）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、最

終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

８時３０分から１７時１５分まで。ただし、最終日は１２時００分までとす

る。

提出場所：４.(11)①に同じ。
（３）電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名（過去に受注し

た具体的な業務名などの記載により、業者名が類推される場合も含む）を記載しない

こと。このような質問があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがあ

る。

紙入札による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号

を併記するものとする。

（４）（１）の質問に対する回答は平成２５年１月１５日（火）までに、（２）の質問に対

する回答は平成２５年２月８日（金）までに電子入札システムにより回答を行う。た

だし、書面により提出した者については書面あるいはＦＡＸにて回答する。
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また、下記のとおり閲覧に供する。

①期間：回答の翌日から入札執行日の前日までの閉庁日を除く毎日、９時００分から１

７時００分まで。

②場所：４．（11）①に同じ。
９．総合評価落札方式に関する事項

(１) 落札者を決定するための基準

落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。

入札参加者は、価格及び申請書及び資料等をもって入札に参加し、次の各要件に該当す

る者のうち、下記（５）総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価値」と

いう。）の最も高い者を落札者とする。

１）入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
あること。ただし、本業務の予定価格が１，０００万円を超える請負契約について

落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全

て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

２）落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場
合は、予決令第 86 条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
また、本業務は「詳細な低入札価格調査（試行）対象業務」であり、試行調査の詳

細は別紙ー６によるものとする。

３）上記において、評価値が最も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決める。

（２）総合評価の評価項目

総合評価における評価項目は以下のとおり。

評価項 評価の着目点 評価

目 判断基準 のウ

ェイ

ト

配置予 管 資 技 技術者資格 下記の順位で評価する。 ①５

定管理 理 格 術 等、その専門 ①以下のいずれかの資格を有するもの ②３

技術者 技 要 者 分野の内容 ・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連

の経験 術 件 資 科目）又は（建設部門）

及び能 者 格 ・一級土木施工管理技士

力 等 ・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者

又は土木学会一級技術者

②以下のいずれかの資格を有するもの

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者

(技術士部門と同様の部門に限る）
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・道路法第 71 条第４項の道路監理員の経験
を１年以上有する者

・河川又は道路関係の技術的行政経験を 25
年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資

格を有する者

専 業 平成１５年度 下記の順位で評価する。 ①５

門 務 以降の同種又 ①同種業務の実績がある。 ②３

技 執 は類似業務の ②類似業務の実績がある。

術 行 実績の内容

力 技

術

力

情 地 平成１５年度 下記の順位で評価する。 ①５

報 域 以降の同種又 ①当該事務所管内における同種又は類似業務実績 ②３

収 精 は類似業務の がある。※１ ③０

集 通 当該事務所・ ②当該整備局管内における同種又は類似業務実

力 度 周辺での業務 績がある。※２

実績 ③その他

配置予 予定担当技術者の専門技術 下記の順位で評価する。 ①５

定担当 力 ※複数の予定担当技術者が申請された場合は、 ②３

技術者 申請された全ての予定担当技術者の評価点の平 ③０

の経験 均値とする。

①同種業務の実績がある。

②類似業務の実績がある。

③その他

実施方 業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位 １０

針 に評価する。

実施体制 下記の場合に優位に評価する。 ２０

・担当技術者(管理技術者は対象外)の人数、代替要

員の確保など業務を遂行するうえで体制が確保さ

れている場合。

・担当技術者の技術力の確保及び向上に向けた取り

組みが具体的に示されている場合。

・業務発注担当部署からの指示事項等の担当技

術者への円滑な伝達と共有のための手法、及

び担当技術者へのフォロー方法が具体的に示

されている場合。

・業務工程等の変化による業務量の変動に対す

る業務実施体制が具体的に示されている場合
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技術提 本業務における留 的 確 留意点を十分に理解し、対応策が的確な場合に ２０

案 意点 性 優位に評価する。

実 現 必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方 １０

性 法）が網羅されている場合に優位に評価する。

合計（技術評価の配点合計） ８０

※１「当該事務所管内」とは、茨城県内とする。

※２「当該整備局管内」とは、栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県

・長野県・静岡県内とする。

（３） 技術提案の履行確実性

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、別紙中３のとおり技術提案の履行

確実性を評価する。

（４）評価内容の担保

落札者は、申請書及び資料等の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適

切に履行すること。

契約書に明記された申請書及び資料等の内容が受注者の責により実施されなかった場合

は、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

さらに、予定価格が１，０００万円を超える業務にあって、調査基準価格に満たない

者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加

資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達

成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。

①別紙中３（２）の審査項目①～③において、審査時に比較して正当な理由がなく必

要額を下回っていないか。

②別紙中３（２）の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託

額が下回っていないか。

③その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生

じていないか。

④業務成果品のミス、不備等

（５）総合評価の評価方法

１）評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

２）価格評価点の算出方法

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の満点）×（１－入札価格／予定価格）

価格評価点の満点は３０点とする。

３）技術評価点の算出方法

3-1)予定価格が１，０００万円以下の業務場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、



- 19 -

下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（②に係る評価点）＋（③に係る評

価点）

3-2)予定価格が１，０００万円を超える業務場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、
下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

④技術提案等の履行確実性

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（④の評価に

基づく履行確実性度）

技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）

（６） 申請書及び資料等に関する書類審査の実施

書類審査では申請書及び資料等に記載された内容の確認を行う。

（７） 履行確実性に関するヒアリング

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、以下のとおりヒアリングを行う。

１）どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予

定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、

ヒアリングを実施する。

実施場所：関東地方整備局常陸河川国道事務所内

実施予定日：平成２５年２月２７日（水）

時間：３０分程度

出席者：配置予定管理技術者等

２）ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

３）入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案

の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるお

それがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための

追加資料の提出を求める。

追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記１０．の開札の後、２月１５日（金）午
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後５時までに入札参加者あてに連絡するものとし、その提出は、２月２０日

（水）１２時００分までに行うものとする。

提出を求めることとなる追加資料は、別紙中２のとおり。

４）ヒアリングの出席者には、配置予定管理技術者を必ず含め、資料の説明が可

能な者をあわせ、最大で３名以内とする。

１０．入札及び開札の日時及び場所

入札日時：電子入札システムによる場合は平成２５年２月１３日（水）１２時００分まで。

ただし発注者の承諾を得た場合は、上記同日の１２時００分までに持参するこ

と。

場 所：〒 310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局常陸河川国道事務所入札室

開札日時：平成２５年２月１４日（木） ９時３０分

履行期間は平成２５年４月１日からとする。

また、暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、

予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契

約とする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及

び契約の締結は平成２５年４月１日とする。ただし、当該業務にかかる平成２５年度予算

（暫定予算等を含む）成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。

１１．入札方法等

(１) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、

入札書を持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）入札執行回数は、原則２回を限度とし、入札の執行において落札者がない場合は、予

決令第９９条の２の規定により随意契約の適用はしない。

１２．入札保証金及び契約保証金

（１）入札保証金 免除

（２）契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行水戸代理店（常陽銀行 本店営業部

））。ただし、利付き国債の提供（取扱官庁 関東地方整備局）又は

金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁 関東地方整備局）

をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履

行保証証券による保証を付し、又は履行保険契約の締結を行った場合

は、契約保証金を免除する。
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契約保証金等を必要とする契約の保証期間は、保証契約の締結等の日

（４月１日）から履行期限を満たすものとする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うもの

であり、落札の決定及び契約の締結は平成２５年４月１日とする。た

だし、当該業務にかかる平成２５年度予算成立が４月２日以降となっ

た場合は、予算成立日とする。

１３．開札

入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札

に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

ただし、電子入札システムにより提出した場合は、立ち会いは不要とする。

紙による入札者又はその代理人が１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札は有効

として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該紙による入札参加者は、

再度入札を辞退したものとして取り扱われる。

１４．入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料等に虚偽の記載をし

た者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）競

争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の

入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認を受けた者であっても、

開札の時において指名停止を受けているもの、その他開札の時において上記５．５－１

（３）に掲げる入札参加資格の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されている者で、

平成２５年４月１日に認定がなされる者であることが条件となり、平成２５年４月１日に入

札参加資格の認定がなされない場合は、競争参加する資格を有しない者のした入札に該当し、

入札は無効となります。

また、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合、９．（７）に掲げる履行確実性に

関するヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しな

い場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。

１５．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置

1)虚偽説明等への対応
試行調査又は追加調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが

明らかとなった場合は、地方整備局長等（地方整備局長及び事務所長をいう。以下同

じ。）は、次に掲げる措置を講じるものとする。

①当該業務の成績評定において厳格に反映する。

②過去５年以内に①の措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、「地方支

分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」

（平成１０年８月５日付け建設省厚契発第３３号）において準用する「工事契約に係る指

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）別表第２第１５項
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により指名停止を行う。

2)結果の公表
試行調査を経て契約を行った場合は、別に定めるところにより公表するものとする。

追加調査を経て契約を行った場合は、低入調査の結果を別に定めるところにより公表す

るとともに、追加調査の資料－３を関東地方整備局のホームページにおいて公表するもの

とする。

3)契約後の取扱い
地方整備局長等は、試行調査又は追加調査を経て契約を行った建設コンサルタント業務

等については、試行調査及び追加調査で提出された資料等を調査職員(測量業務、地質調

査業務及び補償コンサルタント業務にあっては監督職員。)に引き継ぐとともに、仕様書

で定められた業務計画書(補償コンサルタント業務にあっては業務工程表。)の内容のヒア

リングを行うこととし、業務計画書の記載内容が試行調査及び追加調査の内容と異なる場

合は、その理由等について確認を行うこととする。また、別に定めるところにより、①業

務実施状況の調査、②現場作業状況の調査、③照査状況の調査及び④業務コスト調査を行

うこととする。

１６．契約書作成の要否等 要

１７．支払条件

支払い条件については、下記を予定している。ただし、契約金額又は工期によって変更す

る場合がある。

平成２５年度 部分払金 ６ 回以内

平成２６年度 部分払金 ５ 回以内

１８．火災保険付保の要否 否

１９．落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明

（１）非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は非落札理由について、分

任支出負担行為担当官に対して、次に従い説明を求めることができる。（様式は任意）

①提出期限：落札者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）

後の１７時００分。

②提出場所：４．(11)①に同じ
③提出方法：電子入札システムにより提出する。ただし、紙入札方式の場合は、書面を

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る）することにより

提出するものとし、ＦＡＸによるものは受け付けない。

（２）分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して

５日以内（休日を含まない）に説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答す

る。ただし、書面により提出した者に対しては、書面により回答する。
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２０．再苦情申立て

（１）7.（２）及び１９．(２)の回答に不服がある者は、当該回答に係る書面を受け取った
日から７日（休日を含まない）以内に、書面により関東地方整備局長に対して再苦情

の申し立てを行うことができる。再苦情申し立てについては、入札監視委員会にて審

議を行う。

（２）再苦情申し立ての受付窓口及び受付時間

①受付窓口 関東地方整備局 総務部 契約課 工事契約調整係

〒 330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎２号館 １７階

ＴＥＬ ０４８－６０１－３１５１（代）内線２５３５

②受付時間 上記期間の休日除く毎日 ９時１５分から１８時００分まで

２１．関連情報を入手するための照会窓口

４．（11）①に同じ。

２２．その他

（１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、別冊関東地方整備局（港湾空港関係除く）競争契約入札心得及び別冊

契約書案を熟読し、関東地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。

（３）申請書及び資料等に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料等を無効とす

るとともに、指名停止を行うことがある。

（４）同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建

設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設

コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断す

るものとする。

（５）申請書及び資料等の作成、提出、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合の履

行確実性審査のための追加資料の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の

負担とする。

（６）提出された申請書及び資料等は返却しない。なお、提出された申請書及び資料等は競

争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。

（７）提出期限以降における申請書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。また、申

請書及び資料等に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死

亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者である

との発注者の了解を得なければならない。

（８）電子入札システムは閉庁日を除く毎日、午前９時から午後６時まで稼働している。ま

た、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電

子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で

公開する。

電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp
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（９）電子入札システムを利用する場合の事前準備及びシステム操作マニュアルは、電子入

札施設管理センターホームページの「ご利用ガイド」を参考とすること。

（10）障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先

電子入札施設管理センターヘルプデスク TEL 03-3505-0514
電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先

取得しているＩＣカードの機関

ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下

記へ連絡すること。

〒 310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 経理課 契約係

電話 ０２９－２４０－４０６２

（11）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通
知書及び受付票を送信者に発行するので確認を行うこと。この確認を怠った場合には、

以後の入札手続に参加出来なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。

・競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動発行）

・競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせ

る。）

・競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行）

・辞退届受付票

・日時変更通知書

・入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）

・入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）

・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にﾒｰﾙでも知らせる。）

・決定通知書

・保留通知書

・取止め通知書

（12）第１回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、
電子入札、紙により持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間か

ら３０分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機する

こと。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。

（13）評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所に
ついては、発注者から電話等により指示する。

（14）「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成１４年９月５日付け国官技第１４２号
）、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２０年９月２６日付け国官技第１２
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６号）及び「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２３年３月２８日付け国官技

第３６０号）に基づく業務成績以外は評価の対象としない。

（平成２０年１０月１日以降に契約を締結した業務及び平成２０年１２月１日以降に完

了した業務については、１００万円を超える業務を評価の対象とし、それ以外について

は５００万円を超える業務を評価の対象とする。）

（15）落札者の決定等の公表
本業務の入札の過程の透明性を確保するため、落札者の決定後、入札参加者から提出

された申請書及び資料等の評価結果、入札金額、総合評価の結果、落札者の決定理由

について公表するものとする。

（16）受注者が負う可能性のある罰則等
１）本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法第４５号）その他の罰則の適用につい

ては、法令により公務に従事する職員とみなされる。

２）法第２５条第１項の規定（秘密保持）に違反して、公共サービスの実施に関して知

り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

に処されることとなる（法第５４条）。

３）次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30万円以下の罰金に処され
ることとなる。

・「法第２６条第１項」による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は「法第

２６条第１項」による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者。

・正当な理由なく、「法第２７条第１項」による指示等に違反した者。

４）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記３）の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、
行為者を罰するほか、その法人又は人も上記３）の刑を科されることとなる。

（17）国土交通省が行う警察庁への意見聴取に対する協力について
・本業務は、法第２条第７項に規定する民間競争入札の対象であるため、参加者につ

いて、競争参加資格として設定されている暴力団排除に関する欠格事由（法第１５条

において準用する第１０条第４号、第６号、第７号、第８号及び第９号をいう。）へ

の該当の有無を警察庁へ意見聴取することが必要な業務である。

・そのため、入札に参加しようとする者は、「暴力団排除に関する欠格事由の確認に

ついて」（別添資料１）を踏まえ、国土交通省（当地方整備局を含む。）が行う警察

庁への意見聴取に協力しなければならないものとする。

・なお、必要な資料を適時に提出しないなど上記手続に協力しているとは認められな

いときは、入札心得第６条第１１号に該当するものとして入札無効と取り扱われる

（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者としての決定も取り消され

る）ことに留意すること。

・また、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされ

たときは、競争参加資格の確認をした後であっても競争参加資格を満たさない者とし

て入札無効と取り扱われる（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者

としての決定も取り消される）ことに留意すること。
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（18）本業務における予定価格の作成にあたっては、平成 24 年度労務単価、材料単価を適
用する予定である。

ただし、開札日７日前時点までに、平成 25 年度労務単価、材料単価が策定され公表
された場合は、平成 25年度労務単価、材料単価を適用する。

（19）競争参加資格の確認について
５．５－１．（３）に掲げる競争参加資格があると判断できる資料として、平成２５・

２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の申請書が受理されていることが確認できる資

料（受付票又は、受付印の押されている書類の写し等）を平成２５年１月３１日までに上

記４．（１１）①までＦＡＸ又は電子メールにより送付すること。ただし、６．（４）①

の受理期限までに提出できる場合は、６．（４）③の提出方法により提出することができ

るものとする。
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別紙－１．業務ボリューム 

 「平成２１～２３年度の許認可件数・特殊車両通行許可件数」 

業務発注担当部署別の一覧表 
 

H21 H22 H23 H21 H22 H23

青森河川国道事務所 366 419 527 1,500 1,057 1,134
岩手河川国道事務所 277 348 592 1,021 627 836
三陸国道事務所 209 199 546 201 1,019 1,331
仙台河川国道事務所 906 785 958 5,742 4,846 5,488
秋田河川国道事務所 284 347 356 1,639 1,437 1,781
湯沢河川国道事務所 91 77 88 170 106 142
能代河川国道事務所 59 132 84 395 203 289
山形河川国道事務所 372 403 250 763 525 739
酒田河川国道事務所 210 66 142 478 319 520
福島河川国道事務所 124 120 175 973 1,062 1,110
郡山国道事務所 338 236 408 1,317 978 1,183
磐城国道事務所 156 157 102 346 193 212

東京国道事務所 2,949 3,302 3,374 11,461 14,159 16,047
横浜国道事務所 2,205 2,198 2,558 10,767 6,370 9,185
宇都宮国道事務所 330 369 287 5,650 4,880 5,517
千葉国道事務所 588 717 682 14,369 13,259 17,362
常陸河川国道事務所 781 463 347 3,734 3,070 2,651
相武国道事務所 605 611 747 6,854 5,654 6,098
大宮国道事務所 603 747 959 5,008 5,869 6,074
高崎河川国道事務所 361 380 247 4,377 3,861 4,338
長野国道事務所 459 389 545 2,036 1,361 1,541
甲府河川国道事務所 665 685 745 1,953 1,690 1,852
首都国道事務所 94 102 133 0 0 0
北首都国道事務所 85 94 79 3,347 3,920 2,516
羽越河川国道事務所 - 78 126 - - 0
新潟国道事務所 1,586 337 236 3,385 2,446 3,378
長岡国道事務所 212 203 503 1,493 1,108 1,230
高田河川国道事務所 209 159 148 682 501 558
富山河川国道事務所 366 347 485 1,396 1,015 1,918
金沢河川国道事務所 542 333 477 5,820 3,267 3,808
多治見砂防国道事務所 105 118 113 2,681 2,346 3,145
岐阜国道事務所 209 409 560 4,714 3,213 2,907
高山国道事務所 106 123 178 536 230 219
静岡国道事務所 498 617 687 16,052 11,120 14,989
浜松河川国道事務所 141 139 165 1,597 1,357 2,196
名古屋国道事務所 1,994 1,400 1,578 17,891 13,821 14,147
三重河川国道事務所 397 488 612 4,813 4,700 6,499
紀勢国道事務所 203 160 236 71 56 131
北勢国道事務所 30 41 33 4,065 3,336 3,291
飯田国道事務所 296 217 323 2,482 2,402 2,681

中部地方
整備局

特車申請許可件数

関東地方
整備局

北陸地方
整備局

東北地方
整備局

地方整
備局等

事務所名
許認可審査件数



 2 

H21 H22 H23 H21 H22 H23

滋賀国道事務所 527 667 502 1,809 1,370 1,731
福知山河川国道事務所 332 325 265 359 352 451
京都国道事務所 676 715 794 1,218 1,356 1,845
大阪国道事務所 1,440 1,484 1,967 15,210 10,173 13,427
豊岡河川国道事務所 163 192 190 0 113 811
姫路河川国道事務所 204 208 256 2,074 1,408 1,518
兵庫国道事務所 1,438 1,452 1,688 6,609 4,298 3,836
奈良国道事務所 498 553 657 468 592 422
和歌山河川国道事務所 465 364 424 2,096 1,698 1,668
紀南河川国道事務所 334 267 376 0 1 102
福井河川国道事務所 239 265 263 3,784 2,637 2,564
鳥取河川国道事務所 400 590 600 255 194 332
倉吉河川国道事務所 220 221 233 450 254 339
松江国道事務所 1,072 1,216 1,252 1,774 1,552 1,342
浜田河川国道事務所 288 251 289 1,655 931 1,411
岡山国道事務所 1,379 1,432 1,496 3,996 2,630 3,199
福山河川国道事務所 355 422 533 4,586 3,048 3,295
三次河川国道事務所 96 77 74 1,610 934 1,194
広島国道事務所 2,183 2,362 2,677 10,284 6,628 7,602
山口河川国道事務所 2,727 3,006 3,038 5,255 3,455 4,268
徳島河川国道事務所 473 642 546 1,837 1,290 1,511
香川河川国道事務所 362 428 476 2,713 2,215 2,388
松山河川国道事務所 290 470 471 2,008 1,254 1,817
大洲河川国道事務所 228 225 238 720 526 584
中村河川国道事務所 56 40 30 314 219 262
土佐国道事務所 516 614 640 1,879 1,420 1,780

福岡国道事務所 2,954 2,936 3,254 9,510 6,483 7,389
北九州国道事務所 548 588 621 5,020 3,290 4,248
佐賀国道事務所 323 667 262 2,776 1,669 2,381
長崎河川国道事務所 415 343 565 1,360 644 930
熊本河川国道事務所 　 403 389 868 4,371 2,774 4,466
大分河川国道事務所 1,594 1,052 916 2,621 1,871 2,331
佐伯河川国道事務所 86 111 58 0 35 48
宮崎河川国道事務所 255 270 293 1,278 794 1,063
延岡河川国道事務所 75 39 83 614 549 709
大隅河川国道事務所 92 107 144 344 169 364
鹿児島国道事務所 589 427 714 2,416 2,184 2,585

北部国道事務所 107 142 118 93 41 188
南部国道事務所 443 497 530 1,542 1,230 1,357

44,856 44,571 49,792 256,687 199,664 236,801

特車申請許可件数

近畿地方
整備局

中国地方
整備局

四国地方
整備局

許認可審査件数地方整
備局等

事務所名

各地方整備局等合計

九州地方
整備局

沖縄総合
事務局

 
 



様式－２ 予定価格 60,670,000 (消費税抜き)

調査基準価格 48,530,000 (消費税抜き)

入札調書（総合評価落札方式） 価格点の満点 30

１．件名 Ｈ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その２業務

２．所属事務所 常陸河川国道事務所

３．入札日時  ９ ： ３０ ～

　　　　　　　　

評価値

(Ａ）＋（Ｂ）

評価のウェート 11.2 3.7 22.5 22.5 60.0 － 30.0000 90.0000

（株）長大テック 7.5 3.7 19.9 11.2 1.00 42.4 51,300,000 4.6332 47.0832

（社）関東建設弘済会 11.2 3.7 19.9 17.4 1.00 52.3 54,000,000 3.2981 55.6481 落札

　　　※「技術評価点の内訳」に「履行確実性度」に係る係数を乗じた合計点数と技術評価点合計（Ａ）点数は 端数処理のため、合致しない場合があります。 　　　　

　　　※技術評価点合計（Ａ）点数＋価格評価点（Ｂ）と評価値（Ａ）＋（Ｂ）は 端数処理のため、合致しない場合があります。

　　　入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額である。

摘要業　者　名
予定技術者の
経験及び能力

予定担当技術
者の経験

技術提案 入札価格 価格評価点（Ｂ）実施方針

技術評価点
合計（Ａ）

技術評価点の内訳

備考

平成25年2月14日

第１回

履行確実性度
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入 札 説 明 書（総合評価落札方式（道路許認可審査・適正化指導業務））

関東地方整備局常陸河川国道事務所のＨ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指

導その３業務に係わる入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除

く））に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書に

よるものとする。

本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の

業務である。

なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２５年度本予算が成立し、予

算示達がなされることを条件とするものである。

また、本業務は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第

５１号。以下「法」という）に基づき実施される業務である。

１．公告日 平成２４年１２月２６日（水）

２．契約担当官等

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 常陸河川国道事務所長 久保田 一

茨城県水戸市千波町１９６２－２

３．業務名 Ｈ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その３業務

（電子入札対象案件）

４．業務概要

（１）業務目的

本業務は、常陸河川国道事務所の管内において、道路法に基づき道路の適正な利用と

管理を図るため各種申請等の審査･指導等及び道路の不正使用･不法占用の指導取締り、

関連する調査や資料整理、現地調査等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手

続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。

（２）業務の内容

本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

なお、本業務の遂行にあたっては、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管

理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を

行うものである。

ａ．許認可審査業務

１）道路法に基づく申請書類の受付及び審査等

２）苦情申立（行政相談）等に係る受付、伝達

３）災害時等緊急時における業務

ｂ．適正化指導業務

１）道路法に基づく指導取締り等
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ｃ．その他

管理技術者は、上記各条項において、担当技術者から報告を受けた場合の報告等

ｄ．予定特車申請許可件数は、以下のとおり想定している。

予定特殊車両申請許可件数：３２００件／年（６４００件／２年）

予定特殊車両取締り回数：１０回／年（２０回／年）

業務は同時に２件を実施すること。

なお、対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報については、別紙－１

「業務ボリュームの参考指標」、別紙－３「従来の実施状況に関する情報の開示」を参

照。

（３）技術提案に関する要件

競争参加資格確認申請書等を提出するもの（以下「競争参加資格確認申請者」とい

う。）は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し、各提案を行うも

のとする。

１）業務の実施方針に関する提案

競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等に

ついて、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うことと

する。

２）本業務における留意点に対する技術提案

競争参加資格確認申請者は、下記について、本業務における留意点を踏まえた技術

提案を行うこととする。

本業務における留意点に対する技術提案：本業務を通じて、守秘義務を確保するため

の具体的な方法について

（４）履行期間 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日まで

（５）主たる部分

本業務における「主たる部分」は道路管理に関する業務共通仕様書第１６条第１項に

示すとおりとする。

（６）再委託の禁止

本業務について、主たる部分の再委託は認めない。

（７）成果品

成果品は以下のとおりとする。

・業務報告書 １式

・引継事項記載書 １式

・打合せ資料 １式

（８）本業務は、業務計画等に関する競争参加資格確認申請書（以下「申請書」とい

う。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料等」という。）を受け付け、価格と価

格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。

また、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 85 条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、予定価格が１，
０００万円を超える業務の場合に、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するた

め、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
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（９）本業務は申請書及び資料等の提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。

ただし、以下の点に留意すること。

・電子入札システムによる手続きは、同じＩＣカードにて手続きを行うこと。ただし、

使用していたＩＣカードについて、ＩＣカード発行機関のＩＣカードの利用に関する

規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用するこ

とができなくなることが確実な場合においては、業務発注担当部署の承諾を得た場合

に限り、当該入札に関して入札権限のある他のＩＣカードに変更することができる。

・当初より、電子入札システムによりがたいものは、業務発注担当部署の承諾を得た場

合に限り紙入札方式に代えることができるので、下記により提出されたい。なお、そ

の際は下記提出先に連絡すること。

提出方法：紙入札方式参加承諾願及び返信用封筒（申請書の住所、氏名を記載し、

簡易書留料金分を加えた料金（３８０円）の切手を貼った長３号封筒

）を郵送又は託送（簡易書留等記録の残るものに限る。）するものと

し、持参は認めない。

提 出 先：(11)①
受付期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月２１日（月）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

まで。ただし、最終日は１２時００分までとする。

・電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として

認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続に影響が

ないと業務発注担当部署が認めた場合に限り、例外的に認めるものする。

・以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の業務発注

担当部署の承諾を前提として行われるものである。

（10）本業務の契約書(案)、特記仕様書は別冊のとおりである。
（11）担当部局

〒 310－ 0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

国土交通省 関東地方整備局常陸河川国道事務所

①契約関係

経理課 契約係

電 話：０２９－２４０－４０６２

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８１

電子メール hitachi-keiyaku@ktr.mlit.go.jp
②技術関係

道路管理第一課 道路管理係

電 話：０２９－２４０－４０７２

ＦＡＸ：０２９－２４０－４０８８

５．競争参加資格

５－１．単体企業

（１）法第 15条において準用する法第 10条各号に該当する者でないこと。
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・なお、入札に参加しようとする者は、競争参加資格を確認する資料として、申請

書及び資料等の提出期限までに、様式１９に従い、次に掲げる事項を記載した誓約

書を提出すること。

①法第 15条において準用する第 10条各号のいずれにも該当しないこと及び暴力団
又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

②暴力団排除に関する欠格事由（法第 15 条において準用する第 10 条第 4 号、第 6
号、第 7号、第 8号及び第 9号）について関東地方整備局が別に定める手続（別
添資料１を参照。）により行う警察庁への意見聴取に協力すること。なお、警

察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたと

きは、競争参加資格の確認を受けた後であっても競争参加資格を満たさない者

とされることに異存がないこと。また、関東地方整備局が行う警察庁への意見

聴取に協力しなかったときは、入札に関する条件に違反するものとして入札無

効とされることに異存がないこと。

（２）予決令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
（３）関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２５・２６年度の一般競争

（指名競争）参加資格の定期受付において、平成２５年１月３１日までに土木関係

建設コンサルタント業務の申請を行い受理されていること。

なお、平成２５年４月１日に一般競争（指名競争）参加資格のうち土木関係建設コ

ンサルタント業務の認定を受けていること。

（４）申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長か

ら建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けていないこと。

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、

国土交通省公共事業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。

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申立てがな

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

立がなされている者でないこと。

５－２．５－１（３）に掲げる平成２５・２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の認定

を受けていない者も６により申請書及び資料等を提出することができるが、平成２５・

２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の定期受付において、土木関係建設コンサル

タント業務の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されていること。

５－３．入札参加者間の公平性

入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をと

ることは、競争契約入札心得第４条の３第２項の規定（入札参加者は、入札に当たって

は、他の入札参加者と入札意志、入札価格（入札保証金の金額を含む。）又は入札書、

工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行って

はならず、独自に入札価格を定めなければならない）に抵触するものではないことに留

意すること。

（１）資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会
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社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）親会社と子会社の関係にある場合

２）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

（２）人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし１）については、会社の一方が更生

会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

１）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

２）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

（３）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ

る場合。

５－４．競争参加資格確認申請者に関する要件

（１）中立公平性に関する要件

本業務に関連する特定の企業や団体と資本・人事面における関連の有無に関わらず、

業務提携及び技術提携等行うなど、中立性・公平性に欠ける者でないこと。

（２）中立公平性に関する誓約書の提出

上記（１）における中立公平性が確認できる誓約書若しくは資料の写しを様式自由

にて競争参加資格確認時に提出することとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加

資格確認申請書等と同様とする。また、誓約書を電子入札システムによる提出の場合

は代表者の押印は不要とし、持参又は郵送による場合は代表者の押印のうえ提出する

ものとする。

（３）業務実施体制に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、関東地方整備局管内に業務拠点(配置予定管理技術

者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものであること。

・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

（４）業務実績に関する要件

・競争参加資格確認申請者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す業務（平成

２４年度完了予定の業務も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点未満の場

合は実績として認めない。

なお、提出された業務実績が「国土交通省地方整備局（港湾空港関係を除

く。）」における場合において、業務実績が当該者のものと確認できない場合は、

当該者の業務実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合

とは、合併及び会社分割等における「一般競争（指名競争）入札参加資格の再認定

（又は新規の認定）」を受けていない事、若しくは、再認定（又は新規の認定）時

に実績の承継が認められていない場合を指す。

業務：国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）、公

益法人（注４）、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業(注５)が発注



- 6 -

した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（注７）、ＣＭ業務、Ｐ

ＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業

務、管理施設調査・運用・点検業務（注８）、測量業務、地質調査業務。

注１）「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律施行令第一条に示す、関西国際空港(株)、首都高速道路(株)、中日本高速道

路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、日本環境安全事業(株)、阪

神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、日本中央

競馬会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究

基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人空港周辺整備機

構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独

立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法

人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国

立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、

独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政

法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日

本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立

行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人

労働者健康福祉機構（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法

人、附則第２条から第４条に示す独立行政法人を含む）に加え国土交通省所管

のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。

注２）「地方公共団体」とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体

（都道府県、市町村）及び特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産区、

及び地方開発事業団）をいう。

注３）「地方公社」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推

進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給

公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」をいう。

注４）「公益法人」とは、次のものをいう。

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立

された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、

平成２０年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記を

していない法人（特例社団法人又は特例財団法人）。

注５）「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、鉄道会社、空港会社、道

路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。

注６）「発注者支援業務」とは、積算技術業務、技術審査業務及び工事監督支援

業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容については別紙－４を参照。

注７）「公物管理補助業務」とは、河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、
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ダム管理支援業務、堰･排水機場等管理支援業務、道路巡回業務及び道路許認

可審査･適正化指導業務等に該当する業務をいう。なお、業務内容については

別紙－４を参照。

注８）「管理施設調査・運用・点検業務」とは管理施設調査業務、管理施設運用

業務、管理施設点検業務をいう。

５－５．配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定管理技術者の資格等

以下のいずれかの資格等を有するもの。

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）

・一級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※１）（技術士部門と同様の建設

部門に限る）

・道路法第７１条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者

・道路又は河川関係の技術的行政経験（※２）を２５年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者

※１「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職

等により登録ができない立場にいる者

※２「道路又は河川関係の技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、特殊法人

等で職員として従事したことをいう。

※外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市場が

開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あ

らかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定を受けている必要があ

る。

なお、申請書及び資料等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請

書及び資料等を提出することができるが、この場合、申請書及び資料等提出時に当

該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受け

るためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを

提出しなければならない。

（２）配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

配置予定管理技術者は、平成１５年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務

（平成２４年度完了予定の業務も対象に含む）において、１件以上の実績を有するこ

と。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が６０点未満の場

合は実績として認めない。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験の

ほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認め

る。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体

（注２）（都道府県及び政令市を除く）、地方公社（注３）、公益



- 8 -

法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が

発注した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（道路）（注

７）、管理施設調査・運用・点検業務（道路）（注８）ＣＭ業務、

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務

２）類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）又は大規模な土木工事を

行う公益民間企業（注５）が発注した土木設計における概略･予備･詳

細設計業務（道路）、土木工事における監理技術者の業務

なお、同種業務・類似業務の区分については、別紙－５参照。

（注○）の説明は５－４（４）と同じ。

（３）恒常的雇用関係

配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、直接

的雇用関係がなければならない。

（４）手持ち業務量

１）配置予定管理技術者は、平成２５年４月１日現在の手持ち業務量（本業務を含

まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定も含む)を受けているが未契約

のものを含む。また、履行期限が平成２５年３月３１日以前となっているものは

含まない。さらに、複数年契約の業務の場合は、当該年の年割額とする。以下、

同じ。）が 4 億円未満かつ 10 件未満の者であること。ただし、手持ち業務とは
管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務における主任技術者及び担当

技術者、補償コンサルタント業務における主任担当者及び担当技術者、又は他の

業種においてはこれらに相当する技術者を含む。）となっている契約金額が 500
万円以上の業務をいう。

平成２５年４月１日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コ

ンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）において調査基準価格を下回る金

額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額については4億円未

満を2億円未満に、件数については10件未満を5件未満にするものとする。

２）本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額 4 億円未満、件数
で 10 件未満（平成２５年４月１日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に
係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係を除く。）で調査基準価格を下回

る金額で落札したものがある場合には契約金額で 2億円未満、件数で 5件未満）
を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を発注者に報告しなけれ

ばならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認め

られる場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までの全ての要件を満たす

技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する

場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

① 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者

③ 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している
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配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

５－６．配置予定担当技術者に対する業務実施上の要件は、以下のとおりとする。

（１）配置予定担当技術者の資格

以下のいずれかの資格等を有するもの。

ただし、競争参加資格確認時に所有資格の確認は行わない。

・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）又は（建設部門）、技術士補（建

設部門）

・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士

・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者、土木学会１級技術者又は土木学会

２級技術者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（※１）(技術士部門と同様の建設

部門に限る）

・「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験が

１年以上の者

・道路法第 71条第４項の道路監理員の経験を１年以上有する者
・道路もしくは、河川関係の技術的行政経験（※２）又は、道路交通行政経験（※

３）を１０年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者

※１「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職

等により登録ができない立場にいる者

※２「道路もしくは、河川関係の技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、特

殊法人等で職員として従事したことをいう。

※３道路交通取り締まり等の行政経験者をいう。

（２）配置予定担当技術者における同種又は類似業務等の実績

配置予定担当技術者における平成１５年度以降に完了した同種又は類似業務（平成

２４年度完了予定の業務も対象に含む）は以下のとおりとする。

業務実績には、平成１５年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験の

ほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認め

る。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。

ただし、競争参加資格確認時に保有実績の確認は行わない。

１）同種業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体

（注２）（都道府県及び政令市を除く）、地方公社（注３）、公益

法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が

発注した発注者支援業務（注６）、公物管理補助業務（道路）（注

７）、管理施設調査・運用・点検業務（道路）（注８）ＣＭ業務、

ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務

２）類似業務：国、都道府県、政令市、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注

２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）又は大規模な土木工事を

行う公益民間企業（注５）が発注した土木設計における概略･予備･詳

細設計業務（道路）、土木工事における監理技術者の業務
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なお、同種業務・類似業務の区分については、別紙－５参照。

（注○）の説明は５－４（４）と同じ。

５－７．申請書及び資料等に関する要件

以下の（１）に示す申請書及び資料等の内容」において、内容が殆ど記載されてい

ない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

（１）申請書及び資料等の内容 （各個別様式は別紙－２参照）

・競争参加資格確認申請書 （様式－１）

・企業の平成１５年度以降に完了した業務実績 （様式－２）

・配置予定管理技術者の経歴等 （様式－３）

・配置予定管理技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度完了予定含

む）の同種又は類似業務実績 （様式－４）

・関東地方整備局管内に所在している業務拠点 （様式－５）

・業務実施体制 （様式－６）

・予定担当技術者の平成１５年度以降に完了（平成２４年度完了予定含む）の同種

又は類似業務実績 （様式－１０）

・業務の実施方針 （様式－７） ※業務の実施体制図は別途添付

・技術提案 （様式－８）

・申請書 （様式－９） ※代表者名にて業務発注担当部所長あて

・中立公平性を確保していることを示す誓約書（様式自由：様式番号を１１として下

さい）

・恒常的雇用関係に関する要件の確認（様式１２）

・法第 15 条において準用する法第 10 条各号に該当する者でないこと等（５．５－１．
（１）を参照。）を示す誓約書（様式１９）

６．申請書及び資料等の提出等

本競争の参加希望者は、次に従い、申請書及び資料等を提出しなければならない。

なお、提出期限までに申請書及び資料等が提出場所に到達しなかった場合は、本競争に参

加することはできない。

（１）作成方法

電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、以下の点に留意するこ

と。

①配布された様式を基に作成を行うものとし、文字サイズは 10 ポイント以上、ファイ
ル形式は、Microsoft Word2000形式以下、Microsoft Excel2000形式以下、Just System
一太郎 Ver.10形式以下及びＰＤＦファイル形式に限る。
なお、プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。また、送

信された申請書及び資料等のプリントアウトは白黒印刷で行う。

②複数の申請書及び資料等は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるもの

や図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量３ＭＢ

以内とすること。（２つ以上のファイルは認めない。）ただし、圧縮することにより

３ＭＢ以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮（自己解凍形式は除
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く。）して送付することを認める。

申請書及び資料等は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で

入りきらない場合は競争参加資格確認申請書類一式（電子入札システムとの分割は認

めない）を平成２５年１月２１日（月）１２時００分必着で持参又は郵送（書留郵便

等の配達の記録が残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メール（電送又は電子

メールの場合には着信を確認すること。）により４．(11)①へ提出するものとし、ま
た、電子入札システムにより次の内容を記載した書面（様式－９）のみを送信するこ

と。

・郵送する旨の表示

・郵送する書類の目録

・郵送する書類の頁数

・発送年月日

なお、申請書の押印は、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要である。

ただし、指定の容量を超えて持参、郵送、電送又は電子メールによる場合は押印する

こと。

（２）競争参加資格の確認は、申請書及び資料等の提出期限日をもって行うものとする。

（３）申請書及び資料等の作成及び記載上の留意事項

１）申請書及び資料等内容の留意事項

申請書及び資料等について、記載された事項以外の内容を含む申請書、又は書面及び

書式に示された条件に適合しない資料等については申請書を無効とする場合があるの

で注意すること。

なお、申請書及び資料等の様式は、別紙２の様式１～８及び１０～１２（Ａ４版）に

示されるとおりである。

記 載 事 項 内 容 に 関 す る 留 意 事 項

企業の業務実績 ・競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績について記

載する。

・５．５－５（４）に規定する業務に関する実績を対象とする。

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

見込みの業務も対象とする。

・記載する件数は最大２件とする。

・記載様式は様式－２とし、１件につきＡ４判１枚以内に記載す

る。

配置予定管理技術 ・配置予定の管理技術者について５．５－５(1),(4)に示す資格
者の経歴等 ・業務経験等について記載する。

保有資格の資格証等の写しを添付すること。

・手持ち業務は平成２５年４月１日現在、国土交通省以外の発注

者（国内外を問わず）のものも含めて全て記載する。

手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者となっている 500 万
円以上の他の業務とし、本業務以外の業務で配置予定技術者と
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して未契約業務（特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定

も含む)を受けているが未契約のものを含む。）がある場合

は、手持ち業務の記載対象とし業務名の後に「未契約」と明記

するものとし、参考見積金額を契約金額として記載する。

・当該地域での業務実績について、関東地方整備局管内で行った

業務の実績を最大２件記載する。業務実績とは発注者の別、同

種・類似などの業務種別に関わらず、当該地域で受託した全て

の業務をいう。

なお、対象は平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４

年度完了予定業務も対象とする。

・記載様式は様式－３とする。

配置予定管理技術 ・配置予定の管理技術者が過去に従事した５．５－５(2)に示す
者の同種又は類似 「同種又は類似業務」の実績について記載する。

業務等の実績 ・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。

ただし、地方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成

績が６０点未満の場合は実績として認めない。

・記載する件数は最大２件とする。

・競争参加資格申請者以外が受託した業務実績を記載する場合

は、当該業務を受託した企業名を記載すること。

・記載様式は様式－４とする。１件につきＡ４判１枚以内に記載

する。

地方整備局管内の ・関東地方整備局管内の業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的

所在している業務 に常駐し業務を行うところ）を記載する。

拠点 ・記載様式は様式－５とする。

配置予定担当技術 ・配置予定の担当技術者の人数を記載する。

者の同種又は類似 ・配置予定の担当技術者の実績５．５－６(2)に示す「同種・類
業務等の実績 似・なし」のいずれかを記載する。（氏名は記載しない。）

・平成１５年度以降に完了した業務とし、平成２４年度完了予定

の業務も対象とする。

・記載様式は様式－１０とする。

業務実施体制 ・業務分担について記載する。

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合

又は学識経験者などの技術協力を受けて業務を実施する場合

は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託又は協力先、

その理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。ただし、業

務の主たる部分を再委託してはならない。

・配置予定技術者を記載する。

・本業務に従事予定の担当技術者の人数を記入すること。
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・記載様式は様式－６とする。

業務の実施方針 ・業務実施体制図は別途添付すること。

・記載様式は様式－７とし、Ａ４判２枚以内に記載すること。

技術提案 ・入札説明書４．（３）２）に示した、本業務における留意点に

対し具体的に記載すること。記載にあたっては、概念図、出典

の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障は

ないが、本件のために作成したＣＧ、詳細図面等を用いること

は認めない。

・記載様式は様式－８とし、Ａ４判１枚以内に記載すること。

中立公平性 ・中立公平性を確保していることを示す誓約書を様式自由（様式

番号を１１として下さい）にて提出すること。

恒常的雇用関係 ・恒常的雇用関係に関する要件の確認資料とし様式－１２に記載

すること。

２）業務実績を証明する資料及び配置予定管理技術者の資格証明書の写し

競争参加資格確認申請者が過去に受注した業務実績として記載した業務について、

その業務に係る契約書の写しを提出すること。

配置予定管理技術者が過去に従事した同種又は類似業務の実績として記載した業務

について、請負（委託）業務で従事した実績の場合、その業務に係る契約書及び配置

予定管理技術者が従事したことが確認できる資料（例えば業務計画書の表紙及び配置

予定管理技術者が業務に従事していることが確認できるページ）等の写しを提出する

こと。

ただし、競争参加資格確認申請者及び配置予定管理技術者の業務実績が、財団法人

日本建設技術総合センターの「業務実績情報システム（テクリス）」に登録され、業

務の内容が確認できる場合、契約書及び配置予定管理技術者が従事したことが確認で

きる資料の写しは提出する必要がない。

配置予定管理技術者が保有する資格について、合格証明書等の写しを提出すること。

（４）申請書及び資料等の受領期限・提出場所及び提出方法

① 受領期限：電子入札システムにより提出する場合は、平成２５年１月２１日（月）１

２時００分まで。

ただし、紙入札方式による場合は、同日の１２時００分まで。

② 提出場所：４.(11)①に同じ。
③ 提出方法：申請書及び資料等の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、

発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、②の提出場所へ持参又は

郵送（簡易書留等記録の残るものに限る。）、若しくは電送又は電子メー

ルにより提出すること。

なお、提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数

表示すること（頁の例：１／○○～○○／○○）。

また、電子入札システムにおける資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり資

料の内容を確認したものではない。
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（５）その他

申請書及び資料等に関する問い合わせ先

４．（11）①に同じ

７．競争参加資格確認結果の通知及び競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

競争参加資格の有無の通知は平成２５年２月１日（金）までに電子入札システムで通知す

る。ただし、書面により申請した場合は紙で通知する。

(１) 競争参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休

日を含まない。）以内に、電子入札システムにより分任支出負担行為担当官に対して競争

参加資格がない理由について説明を求めることができる。また、書面により通知を受けた

ものは、書面（様式は任意）を持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限

る。）することにより、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がない理由につい

て説明を求めることができる。

(２) 上記(１)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を

含まない。）以内に電子入札システムにより行う。ただし、書面により提出されたものに

対しては、書面により行う。

(３) 競争参加資格がない理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下の通りである。

受付場所：４．(11)①に同じ。
受付時間：電子入札システムによる場合は、土曜日、日曜日及び休日を除く９時００分

から１７時００分まで。紙入札方式による場合は、８時３０分から１７時１

５分まで。

８．入札説明書及び積算基準資料等に対する質問の受付及び回答

（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。（様式

は任意）

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。

受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年１月１０日（木）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、

最終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

８時３０分から１７時１５分まで。ただし、最終日は１２時００分までとす

る。

提出場所：４.(11)①に同じ。
（２）この積算基準資料等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持

参、郵送又は電送のいずれかにより提出すること（電送の場合には着信を確

認すること。）。
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受領期間：平成２４年１２月２６日（水）から平成２５年２月５日（火）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。ただし、最

終日は１２時００分までとする。

紙入札方式による場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

８時３０分から１７時１５分まで。ただし、最終日は１２時００分までとす

る。

提出場所：４.(11)①に同じ。
（３）電子入札システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名（過去に受注し

た具体的な業務名などの記載により、業者名が類推される場合も含む）を記載しない

こと。このような質問があった場合には、その者の行った入札を無効とすることがあ

る。

紙入札による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号

を併記するものとする。

（４）（１）の質問に対する回答は平成２５年１月１５日（火）までに、（２）の質問に対

する回答は平成２５年２月８日（金）までに電子入札システムにより回答を行う。た

だし、書面により提出した者については書面あるいはＦＡＸにて回答する。

また、下記のとおり閲覧に供する。

①期間：回答の翌日から入札執行日の前日までの閉庁日を除く毎日、９時００分から１

７時００分まで。

②場所：４．（11）①に同じ。
９．総合評価落札方式に関する事項

(１) 落札者を決定するための基準

落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。

入札参加者は、価格及び申請書及び資料等をもって入札に参加し、次の各要件に該当す

る者のうち、下記（５）総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価値」と

いう。）の最も高い者を落札者とする。

１）入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
あること。ただし、本業務の予定価格が１，０００万円を超える請負契約について

落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全

て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

２）落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場
合は、予決令第 86 条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
また、本業務は「詳細な低入札価格調査（試行）対象業務」であり、試行調査の詳

細は別紙ー６によるものとする。

３）上記において、評価値が最も高い者が２名以上あるときは、当該者にくじを引かせ

て落札者を決める。

（２）総合評価の評価項目
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総合評価における評価項目は以下のとおり。

評価項 評価の着目点 評価

目 判断基準 のウ

ェイ

ト

配置予 管 資 技 技術者資格 下記の順位で評価する。 ①５

定管理 理 格 術 等、その専門 ①以下のいずれかの資格を有するもの ②３

技術者 技 要 者 分野の内容 ・技術士（総合技術監理部門：建設部門関連

の経験 術 件 資 科目）又は（建設部門）

及び能 者 格 ・一級土木施工管理技士

力 等 ・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者

又は土木学会一級技術者

②以下のいずれかの資格を有するもの

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者

(技術士部門と同様の部門に限る）

・道路法第 71 条第４項の道路監理員の経験
を１年以上有する者

・河川又は道路関係の技術的行政経験を 25
年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資

格を有する者

専 業 平成１５年度 下記の順位で評価する。 ①５

門 務 以降の同種又 ①同種業務の実績がある。 ②３

技 執 は類似業務の ②類似業務の実績がある。

術 行 実績の内容

力 技

術

力

情 地 平成１５年度 下記の順位で評価する。 ①５

報 域 以降の同種又 ①当該事務所管内における同種又は類似業務実績 ②３

収 精 は類似業務の がある。※１ ③０

集 通 当該事務所・ ②当該整備局管内における同種又は類似業務実

力 度 周辺での業務 績がある。※２

実績 ③その他

配置予 予定担当技術者の専門技術 下記の順位で評価する。 ①５

定担当 力 ※複数の予定担当技術者が申請された場合は、 ②３

技術者 申請された全ての予定担当技術者の評価点の平 ③０

の経験 均値とする。

①同種業務の実績がある。
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②類似業務の実績がある。

③その他

実施方 業務理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位 １０

針 に評価する。

実施体制 下記の場合に優位に評価する。 ２０

・担当技術者(管理技術者は対象外)の人数、代替要

員の確保など業務を遂行するうえで体制が確保さ

れている場合。

・担当技術者の技術力の確保及び向上に向けた取り

組みが具体的に示されている場合。

・業務発注担当部署からの指示事項等の担当技

術者への円滑な伝達と共有のための手法、及

び担当技術者へのフォロー方法が具体的に示

されている場合。

・業務工程等の変化による業務量の変動に対す

る業務実施体制が具体的に示されている場合

技術提 本業務における留 的 確 留意点を十分に理解し、対応策が的確な場合に ２０

案 意点 性 優位に評価する。

実 現 必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方 １０

性 法）が網羅されている場合に優位に評価する。

合計（技術評価の配点合計） ８０

※１「当該事務所管内」とは、茨城県内とする。

※２「当該整備局管内」とは、栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県

・長野県・静岡県内とする。

（３） 技術提案の履行確実性

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、別紙中３のとおり技術提案の履行

確実性を評価する。

（４）評価内容の担保

落札者は、申請書及び資料等の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適

切に履行すること。

契約書に明記された申請書及び資料等の内容が受注者の責により実施されなかった場合

は、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

さらに、予定価格が１，０００万円を超える業務にあって、調査基準価格に満たない

者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加

資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達

成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。

①別紙中３（２）の審査項目①～③において、審査時に比較して正当な理由がなく必

要額を下回っていないか。
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②別紙中３（２）の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託

額が下回っていないか。

③その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生

じていないか。

④業務成果品のミス、不備等

（５）総合評価の評価方法

１）評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

２）価格評価点の算出方法

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の満点）×（１－入札価格／予定価格）

価格評価点の満点は３０点とする。

３）技術評価点の算出方法

3-1)予定価格が１，０００万円以下の業務場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、
下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（②に係る評価点）＋（③に係る評

価点）

3-2)予定価格が１，０００万円を超える業務場合は、申請書及び資料等の内容に応じ、
下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は６０点とする。

①予定技術者の経験及び能力

②実施方針

③技術提案

④技術提案等の履行確実性

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合

計）

技術評価の得点合計＝（①に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（④の評価に

基づく履行確実性度）

技術提案評価点＝（②に係る評価点）＋（③に係る評価点）

（６） 申請書及び資料等に関する書類審査の実施
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書類審査では申請書及び資料等に記載された内容の確認を行う。

（７） 履行確実性に関するヒアリング

予定価格が１，０００万円を超える業務の場合は、以下のとおりヒアリングを行う。

１）どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予

定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、

ヒアリングを実施する。

実施場所：関東地方整備局常陸河川国道事務所内

実施予定日：平成２５年２月２７日（水）

時間：３０分程度

出席者：配置予定管理技術者等

２）ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

３）入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案

の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるお

それがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための

追加資料の提出を求める。

追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記１０．の開札の後、２月１５日（金）午

後５時までに入札参加者あてに連絡するものとし、その提出は、２月２０日

（水）１２時００分までに行うものとする。

提出を求めることとなる追加資料は、別紙中２のとおり。

４）ヒアリングの出席者には、配置予定管理技術者を必ず含め、資料の説明が可

能な者をあわせ、最大で３名以内とする。

１０．入札及び開札の日時及び場所

入札日時：電子入札システムによる場合は平成２５年２月１３日（水）１２時００分まで。

ただし発注者の承諾を得た場合は、上記同日の１２時００分までに持参するこ

と。

場 所：〒 310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局常陸河川国道事務所入札室

開札日時：平成２５年２月１４日（木）１０時００分

履行期間は平成２５年４月１日からとする。

また、暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、

予算措置が全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契

約とする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及

び契約の締結は平成２５年４月１日とする。ただし、当該業務にかかる平成２５年度予算

（暫定予算等を含む）成立が４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。

１１．入札方法等

(１) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、

入札書を持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。
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（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）入札執行回数は、原則２回を限度とし、入札の執行において落札者がない場合は、予

決令第９９条の２の規定による随意契約の適用はしない。

１２．入札保証金及び契約保証金

（１）入札保証金 免除

（２）契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行水戸代理店（常陽銀行 本店営業部

））。ただし、利付き国債の提供（取扱官庁 関東地方整備局）又は

金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁 関東地方整備局）

をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履

行保証証券による保証を付し、又は履行保険契約の締結を行った場合

は、契約保証金を免除する。

契約保証金等を必要とする契約の保証期間は、保証契約の締結等の日

（４月１日）から履行期限を満たすものとする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うもので

あり、落札の決定及び契約の締結は平成２５年４月１日とする。ただ

し、当該業務にかかる平成２５年度予算成立が４月２日以降となった

場合は、予算成立日とする。

１３．開札

入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札

に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

ただし、電子入札システムにより提出した場合は、立ち会いは不要とする。

紙による入札者又はその代理人が１回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札は有効

として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該紙による入札参加者は、

再度入札を辞退したものとして取り扱われる。

１４．入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料等に虚偽の記載をし

た者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）競

争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の

入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認を受けた者であっても、

開札の時において指名停止を受けているもの、その他開札の時において上記５．５－１

（３）に掲げる入札参加資格の申請を平成２５年１月３１日までに行い受理されている者で、

平成２５年４月１日に認定がなされる者であることが条件となり、平成２５年４月１日に入
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札参加資格の認定がなされない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当

し、入札は無効となります。

また、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合、９．（７）に掲げる履行確実性に

関するヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しな

い場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。

１５．適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置

1)虚偽説明等への対応
試行調査又は追加調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが

明らかとなった場合は、地方整備局長等（地方整備局長及び事務所長をいう。以下同

じ。）は、次に掲げる措置を講じるものとする。

①当該業務の成績評定において厳格に反映する。

②過去５年以内に①の措置を受けたことがあるなど悪質性の高い者に対しては、「地方支

分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」

（平成１０年８月５日付け建設省厚契発第３３号）において準用する「工事契約に係る指

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）別表第２第１５項

により指名停止を行う。

2)結果の公表
試行調査を経て契約を行った場合は、別に定めるところにより公表するものとする。

追加調査を経て契約を行った場合は、低入調査の結果を別に定めるところにより公表す

るとともに、追加調査の資料－３を関東地方整備局のホームページにおいて公表するもの

とする。

3)契約後の取扱い
地方整備局長等は、試行調査又は追加調査を経て契約を行った建設コンサルタント業務

等については、試行調査及び追加調査で提出された資料等を調査職員(測量業務、地質調

査業務及び補償コンサルタント業務にあっては監督職員。)に引き継ぐとともに、仕様書

で定められた業務計画書(補償コンサルタント業務にあっては業務工程表。)の内容のヒア

リングを行うこととし、業務計画書の記載内容が試行調査及び追加調査の内容と異なる場

合は、その理由等について確認を行うこととする。また、別に定めるところにより、①業

務実施状況の調査、②現場作業状況の調査、③照査状況の調査及び④業務コスト調査を行

うこととする。

１６．契約書作成の要否等 要

１７．支払条件

支払い条件については、下記を予定している。ただし、契約金額又は工期によって変更す

る場合がある。

平成２５年度 部分払金 ６ 回以内

平成２６年度 部分払金 ５ 回以内
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１８．火災保険付保の要否 否

１９．落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明

（１）非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は非落札理由について、分

任支出負担行為担当官に対して、次に従い説明を求めることができる。（様式は任意）

①提出期限：落札者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）

後の１７時００分。

②提出場所：４．(11)①に同じ
③提出方法：電子入札システムにより提出する。ただし、紙入札方式の場合は、書面を

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録の残るものに限る）することにより

提出するものとし、ＦＡＸによるものは受け付けない。

（２）分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して

５日以内（休日を含まない）に説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答す

る。ただし、書面により提出した者に対しては、書面により回答する。

２０．再苦情申立て

（１）7.（２）及び１９．(２)の回答に不服がある者は、当該回答に係る書面を受け取った
日から７日（休日を含まない）以内に、書面により関東地方整備局長に対して再苦情

の申し立てを行うことができる。再苦情申し立てについては、入札監視委員会にて審

議を行う。

（２）再苦情申し立ての受付窓口及び受付時間

①受付窓口 関東地方整備局 総務部 契約課 工事契約調整係

〒 330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎２号館 １７階

ＴＥＬ ０４８－６０１－３１５１（代）内線２５３５

②受付時間 上記期間の休日除く毎日 ９時１５分から１８時００分まで

２１．関連情報を入手するための照会窓口

４．（11）①に同じ。

２２．その他

（１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、別冊関東地方整備局（港湾空港関係除く）競争契約入札心得及び別冊

契約書案を熟読し、関東地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。

（３）申請書及び資料等に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料等を無効とす

るとともに、指名停止を行うことがある。

（４）同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建

設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設
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コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもって判断す

るものとする。

（５）申請書及び資料等の作成、提出、予定価格が１，０００万円を超える業務の場合の履

行確実性審査のための追加資料の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の

負担とする。

（６）提出された申請書及び資料等は返却しない。なお、提出された申請書及び資料等は競

争参加資格確認以外に提出者に無断で使用しない。

（７）提出期限以降における申請書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。また、申

請書及び資料等に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死

亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者である

との発注者の了解を得なければならない。

（８）電子入札システムは閉庁日を除く毎日、午前９時から午後６時まで稼働している。ま

た、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電

子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で

公開する。

電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp
（９）電子入札システムを利用する場合の事前準備及びシステム操作マニュアルは、電子入

札施設管理センターホームページの「ご利用ガイド」を参考とすること。

（10）障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先

電子入札施設管理センターヘルプデスク TEL 03-3505-0514
電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp

・ＩＣカードの不具合等発生時の問い合わせ先

取得しているＩＣカードの機関

ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下

記へ連絡すること。

〒 310-0851 茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 経理課 契約係

電話 ０２９－２４０－４０６２

（11）入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通
知書及び受付票を送信者に発行するので確認を行うこと。この確認を怠った場合には、

以後の入札手続に参加出来なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。

・競争参加資格確認申請書受信確認通知（電子入札システムから自動発行）

・競争参加資格確認申請書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせ

る。）

・競争参加資格確認通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・辞退届受信確認（電子入札システムから自動発行）

・辞退届受付票

・日時変更通知書

・入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）
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・入札書受付票（受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・入札締切通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札通知書（通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。）

・再入札書受信確認（電子入札システムから自動発行）

・落札者決定通知書（通知書を発行した旨を副次的にﾒｰﾙでも知らせる。）

・決定通知書

・保留通知書

・取止め通知書

（12）第１回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、
電子入札、紙により持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間か

ら３０分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機する

こと。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。

（13）評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時及び場所に
ついては、発注者から電話等により指示する。

（14）「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成１４年９月５日付け国官技第１４２号
）、「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２０年９月２６日付け国官技第１２

６号）及び「地方整備局委託業務等成績評定要領」（平成２３年３月２８日付け国官技

第３６０号）に基づく業務成績以外は評価の対象としない。

（平成２０年１０月１日以降に契約を締結した業務及び平成２０年１２月１日以降に完

了した業務については、１００万円を超える業務を評価の対象とし、それ以外について

は５００万円を超える業務を評価の対象とする。）

（15）落札者の決定等の公表
本業務の入札の過程の透明性を確保するため、落札者の決定後、入札参加者から提出

された申請書及び資料等の評価結果、入札金額、総合評価の結果、落札者の決定理由

について公表するものとする。

（16）受注者が負う可能性のある罰則等
１）本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法第４５号）その他の罰則の適用につい

ては、法令により公務に従事する職員とみなされる。

２）法第２５条第１項の規定（秘密保持）に違反して、公共サービスの実施に関して知

り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

に処されることとなる（法第５４条）。

３）次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30万円以下の罰金に処され
ることとなる。

・「法第２６条第１項」による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は「法第

２６条第１項」による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し

て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者。

・正当な理由なく、「法第２７条第１項」による指示等に違反した者。

４）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記３）の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、
行為者を罰するほか、その法人又は人も上記３）の刑を科されることとなる。
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（17）国土交通省が行う警察庁への意見聴取に対する協力について
・本業務は、法第２条第７項に規定する民間競争入札の対象であるため、参加者につ

いて、競争参加資格として設定されている暴力団排除に関する欠格事由（法第１５条

において準用する第１０条第４号、第６号、第７号、第８号及び第９号をいう。）へ

の該当の有無を警察庁へ意見聴取することが必要な業務である。

・そのため、入札に参加しようとする者は、「暴力団排除に関する欠格事由の確認に

ついて」（別添資料１）を踏まえ、国土交通省（当地方整備局を含む。）が行う警察

庁への意見聴取に協力しなければならないものとする。

・なお、必要な資料を適時に提出しないなど上記手続に協力しているとは認められな

いときは、入札心得第６条第１１号に該当するものとして入札無効と取り扱われる

（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者としての決定も取り消され

る）ことに留意すること。

・また、警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされ

たときは、競争参加資格の確認をした後であっても競争参加資格を満たさない者とし

て入札無効と取り扱われる（すでに落札者として決定されている場合は、当該落札者

としての決定も取り消される）ことに留意すること。

（18）本業務における予定価格の作成にあたっては、平成 24 年度労務単価、材料単価を適
用する予定である。

ただし、開札日７日前時点までに、平成 25 年度労務単価、材料単価が策定され公表
された場合は、平成 25年度労務単価、材料単価を適用する。

（19）競争参加資格の確認について
５．５－１．（３）に掲げる競争参加資格があると判断できる資料として、平成２５・

２６年度の一般競争（指名競争）参加資格の申請書が受理されていることが確認できる

資料（受付票又は、受付印の押されている書類の写し等）を平成２５年１月３１日まで

に上記４．（１１）①までＦＡＸ又は電子メールにより送付すること。ただし、６．

（４）①の受領期限までに提出できる場合は、６．（４）③の提出方法により提出する

ことができるものとする。
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別紙－１．業務ボリューム 

 「平成２１～２３年度の許認可件数・特殊車両通行許可件数」 

業務発注担当部署別の一覧表 
 

H21 H22 H23 H21 H22 H23

青森河川国道事務所 366 419 527 1,500 1,057 1,134
岩手河川国道事務所 277 348 592 1,021 627 836
三陸国道事務所 209 199 546 201 1,019 1,331
仙台河川国道事務所 906 785 958 5,742 4,846 5,488
秋田河川国道事務所 284 347 356 1,639 1,437 1,781
湯沢河川国道事務所 91 77 88 170 106 142
能代河川国道事務所 59 132 84 395 203 289
山形河川国道事務所 372 403 250 763 525 739
酒田河川国道事務所 210 66 142 478 319 520
福島河川国道事務所 124 120 175 973 1,062 1,110
郡山国道事務所 338 236 408 1,317 978 1,183
磐城国道事務所 156 157 102 346 193 212

東京国道事務所 2,949 3,302 3,374 11,461 14,159 16,047
横浜国道事務所 2,205 2,198 2,558 10,767 6,370 9,185
宇都宮国道事務所 330 369 287 5,650 4,880 5,517
千葉国道事務所 588 717 682 14,369 13,259 17,362
常陸河川国道事務所 781 463 347 3,734 3,070 2,651
相武国道事務所 605 611 747 6,854 5,654 6,098
大宮国道事務所 603 747 959 5,008 5,869 6,074
高崎河川国道事務所 361 380 247 4,377 3,861 4,338
長野国道事務所 459 389 545 2,036 1,361 1,541
甲府河川国道事務所 665 685 745 1,953 1,690 1,852
首都国道事務所 94 102 133 0 0 0
北首都国道事務所 85 94 79 3,347 3,920 2,516
羽越河川国道事務所 - 78 126 - - 0
新潟国道事務所 1,586 337 236 3,385 2,446 3,378
長岡国道事務所 212 203 503 1,493 1,108 1,230
高田河川国道事務所 209 159 148 682 501 558
富山河川国道事務所 366 347 485 1,396 1,015 1,918
金沢河川国道事務所 542 333 477 5,820 3,267 3,808
多治見砂防国道事務所 105 118 113 2,681 2,346 3,145
岐阜国道事務所 209 409 560 4,714 3,213 2,907
高山国道事務所 106 123 178 536 230 219
静岡国道事務所 498 617 687 16,052 11,120 14,989
浜松河川国道事務所 141 139 165 1,597 1,357 2,196
名古屋国道事務所 1,994 1,400 1,578 17,891 13,821 14,147
三重河川国道事務所 397 488 612 4,813 4,700 6,499
紀勢国道事務所 203 160 236 71 56 131
北勢国道事務所 30 41 33 4,065 3,336 3,291
飯田国道事務所 296 217 323 2,482 2,402 2,681

中部地方
整備局

特車申請許可件数

関東地方
整備局

北陸地方
整備局

東北地方
整備局

地方整
備局等

事務所名
許認可審査件数
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H21 H22 H23 H21 H22 H23

滋賀国道事務所 527 667 502 1,809 1,370 1,731
福知山河川国道事務所 332 325 265 359 352 451
京都国道事務所 676 715 794 1,218 1,356 1,845
大阪国道事務所 1,440 1,484 1,967 15,210 10,173 13,427
豊岡河川国道事務所 163 192 190 0 113 811
姫路河川国道事務所 204 208 256 2,074 1,408 1,518
兵庫国道事務所 1,438 1,452 1,688 6,609 4,298 3,836
奈良国道事務所 498 553 657 468 592 422
和歌山河川国道事務所 465 364 424 2,096 1,698 1,668
紀南河川国道事務所 334 267 376 0 1 102
福井河川国道事務所 239 265 263 3,784 2,637 2,564
鳥取河川国道事務所 400 590 600 255 194 332
倉吉河川国道事務所 220 221 233 450 254 339
松江国道事務所 1,072 1,216 1,252 1,774 1,552 1,342
浜田河川国道事務所 288 251 289 1,655 931 1,411
岡山国道事務所 1,379 1,432 1,496 3,996 2,630 3,199
福山河川国道事務所 355 422 533 4,586 3,048 3,295
三次河川国道事務所 96 77 74 1,610 934 1,194
広島国道事務所 2,183 2,362 2,677 10,284 6,628 7,602
山口河川国道事務所 2,727 3,006 3,038 5,255 3,455 4,268
徳島河川国道事務所 473 642 546 1,837 1,290 1,511
香川河川国道事務所 362 428 476 2,713 2,215 2,388
松山河川国道事務所 290 470 471 2,008 1,254 1,817
大洲河川国道事務所 228 225 238 720 526 584
中村河川国道事務所 56 40 30 314 219 262
土佐国道事務所 516 614 640 1,879 1,420 1,780

福岡国道事務所 2,954 2,936 3,254 9,510 6,483 7,389
北九州国道事務所 548 588 621 5,020 3,290 4,248
佐賀国道事務所 323 667 262 2,776 1,669 2,381
長崎河川国道事務所 415 343 565 1,360 644 930
熊本河川国道事務所 　 403 389 868 4,371 2,774 4,466
大分河川国道事務所 1,594 1,052 916 2,621 1,871 2,331
佐伯河川国道事務所 86 111 58 0 35 48
宮崎河川国道事務所 255 270 293 1,278 794 1,063
延岡河川国道事務所 75 39 83 614 549 709
大隅河川国道事務所 92 107 144 344 169 364
鹿児島国道事務所 589 427 714 2,416 2,184 2,585

北部国道事務所 107 142 118 93 41 188
南部国道事務所 443 497 530 1,542 1,230 1,357

44,856 44,571 49,792 256,687 199,664 236,801

特車申請許可件数

近畿地方
整備局

中国地方
整備局

四国地方
整備局

許認可審査件数地方整
備局等

事務所名

各地方整備局等合計

九州地方
整備局

沖縄総合
事務局

 
 



様式－２ 予定価格 43,150,000 (消費税抜き)

調査基準価格 34,520,000 (消費税抜き)

入札調書（総合評価落札方式） 価格点の満点 30

１．件名 Ｈ２５・２６常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導その３業務

２．所属事務所 常陸河川国道事務所

３．入札日時  １０ ： ００ ～

　　　　　　　　

評価値

(Ａ）＋（Ｂ）

評価のウェート 11.2 3.7 22.5 22.5 60.0 － 30.0000 90.0000

（株）長大テック 7.5 3.7 18.7 12.4 1.00 42.4 35,500,000 5.3186 47.7686

中央技術（株） 11.2 3.7 21.2 14.9 1.00 51.1 41,000,000 1.4947 52.6447 落札

　　　※「技術評価点の内訳」に「履行確実性度」に係る係数を乗じた合計点数と技術評価点合計（Ａ）点数は 端数処理のため、合致しない場合があります。 　　　　

　　　※技術評価点合計（Ａ）点数＋価格評価点（Ｂ）と評価値（Ａ）＋（Ｂ）は 端数処理のため、合致しない場合があります。

　　　入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額である。

摘要業　者　名
予定技術者の
経験及び能力

予定担当技術
者の経験

技術提案 入札価格 価格評価点（Ｂ）実施方針

技術評価点
合計（Ａ）

技術評価点の内訳

備考

平成25年2月14日

第１回

履行確実性度
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