
本巣市公示第４８号 

 

 

入札公告 

 

 事後審査型制限付き一般競争入札を以下のとおり行うので、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

 

 平成２５年８月１９日 

 

本巣市長  藤 原  勉 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 仕 様 書 番 号  公共工第１号 

   工 事 名  本巣処理区舗装本復旧工事 

(2) 工 事 場 所  本巣市 山口・曽井中島 地内 

(3) 工 期  契約締結の日から平成２５年１２月１０日まで 

(4) 工 事 概 要  舗装本復旧工 A=8,833 ㎡ 

(5) 予 定 価 格  ２６，７７１，８５０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(6) 低入札価格基準  有（失格判断基準価格 有） 

(7) 最低制限価格  無 

(8) 前 金 払  有 

(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた

工事である。 

(10) 本工事は、提出資料及び入札を電子入札システム（岐阜県市町村共同電子入札システ

ムのことをいう。以下同じ。）で行う対象工事である。なお、電子入札システムによりが

たいものは、市長の承諾を得た場合に限り書面で提出すること（以下「紙入札方式」と

いう。）ができる。 

(11) 本工事は、技術資料の提案を受け付け、価格以外の要素と価格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試行工事である。 



２ 入札参加資格 

必要な建設業の許可  

 特定又は一般（ほ装工事業） 

業種及び総合点数  

 入札公告日における最新の経営事項審査において、ほ装工事の総合評価値（Ｐ点）が、６００点以

上であること。 

施工実績に関する条件  

 平成１５年度以降に、国又は地方公共団体が発注した１契約の工事で、舗装面積が２，９００㎡以

上のほ装工事を元請として施工した実績を有すること。 

配置技術者に関する条件  

 本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の条件を満たし、かつ、本工事に専任で配置で

きる者であること。 

ア 本件の入札参加資格確認申請書の提出時点において、他の工事現場に係る現場代理人、主任技

術者又は監理技術者として従事していないこと。 

イ 次のいずれかの資格（所定の資格）を有する者であること。 

・１級建設機械施工技士 

・２級建設機械施工技士（第１種から第６種までのいずれか） 

・１級土木施工管理技士 

・２級土木施工管理技士（種別を「土木」とするものに限る。） 

・技術士（建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るものに限る。）） 

事業所の所在地に関する条件  

 本巣市内に本店、支店又は営業所を有する者。 

設計業務等の受託者等  

 入札公告共通事項【総合評価用】の「１ 入札参加資格に関する事項（７）」に示す条件は次のとお

りである。 

  設計業務等の受託者：財団法人 岐阜県建設研究センター（大垣市今宿６丁目５２番地１８） 

 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者ではない」とは、次の①及び②に

該当しない者のことである。 

① 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１

００分の５０を超える出資をしている建設業者 

② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における

当該建設業者 

その他の条件  

 その他の条件については、入札公告共通事項【総合評価用】に示すとおりである。 



３ 担当課 

区 分 担 当 課 電話番号 電子メールアドレス 住所 

入札担当課 総務部 

 総務課 管財契約係 

0581-34-5021 soumu@city.motosu.lg.jp 〒501-1292 

本巣市文殊 324 

工事担当課 上下水道部 

 上下水道整備課 

058-323-7761 j-seibi@city.motosu.lg.jp 〒501-0493 

本巣市三橋 1101-6 

 

４ 入札日程 

手続等 期間・期日 方法・場所 

設計図書の閲覧・配

付 

平成２５年 ８月１９日（月）午前９時から 電子入札システムにて行う。 

 ※紙入札方式が認められた場合は、

入札担当課にて配付するので、電

話確認の上、来庁すること。 
 

質問の受付 平成２５年 ８月１９日（月）午前９時から 電子メールのみで行う。 

平成２５年 ８月２６日（月）午前１０時まで ※入札担当課の電子メールアドレス

に送付し、送付後電話にて着信確

認をすること。 
回答書の閲覧 平成２５年 ８月２７日（火）午後３時まで 電子入札システムにて行う。 

に行う ※紙入札方式が認められた場合は、

電子メールにて回答書を送付す

る。 
※質問がなかった場合は、回答書は

添付（送付）しない。 

 

入札参加申請 平成２５年 ８月１９日（月）午前９時から 電子入札システムにて行う。 

平成２５年 ８月２８日（水）午後４時まで ※紙入札方式が認められた場合は、

様式第１号を入札担当課に持参す

ること。 
 

参加資格の確認 平成２５年 ８月２８日（水）午後５時まで 電子入札システムにて行う。 

に行う ※紙入札方式が認められた場合は、

電子メールにて通知する。 
入札書提出受付 平成２５年 ８月２９日（木）午前９時から 電子入札システムにて行う。 

平成２５年 ８月３０日（金）午後４時まで ※紙入札方式が認められた場合は、

左記時間内に、入札書・工事費内

訳書を封筒に入れ、入札担当課に

持参すること。 

 

開札 平成２５年 ９月 ２日（月）午前９時から 電子入札システムにて行う。 

 開札場所：本巣市役所総務部総務課

確認書類の提出 

（落札候補者のみ） 

落札候補者となった旨の通知のあった日か

ら起算して２日以内 

入札担当課に持参すること。 

 

入札結果の公表 落札決定した日 入札情報サービスにて行う。 

 入札担当課にて閲覧。 

 



５ 総合評価落札方式に関する事項 

(1) 総合評価落札方式の仕組み 

  本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。 

  ① 入札参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与する。 

  ② 技術資料で示された実績等により最大２０点の加算点を与える。 

  ③ 得られた標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」

という。）を用いて落札候補者を決定する方法である。 

  その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、「総合評

価落札方式の内容」において明記している。 

(2) 評価項目 

  評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。 

  （ア）施工能力に関する事項 

  （イ）企業能力に関する事項 

  （ウ）配置予定技術者の能力に関する事項 

  （エ）地域要件に関する事項 

(3) 資料作成説明会   無 

(4) 資料のヒアリング  無 

(5) 現場説明会     無 



総合評価落札方式の内容 

１ 総合評価落札方式の仕組み 

  ①総合評価落札方式の仕組みを以下に示す。 

標準点＋加算点＝120 点 

 

 

標準点＝100 点 

 
◎Ａ 

○Ｂ 
×Ｃ 

  

 

 

 

  評価値→ 

 

←基準評価値

 

 

×Ｄ 

   

 

 

 

入札価格

 

0        ↑ 
    予定価格 

 

          Ａ：落札者◎ 

          Ｂ：非落札者（基準評価値を上回るが評価値（グラフの傾き）がＡより低い）○ 

          Ｃ：非落札者（予定価格を超過）× 

          Ｄ：非落札者（基準評価値を下回る）× 

 

  ②落札者の決定条件 

   以下の条件を満たすこと。 

   ａ．入札価格≦予定価格 

   ｂ．最低限の要求要件（標準案の条件）を満たすこと。（評価点以上） 

   ｃ．評価値≧基準評価値（ａ及びｂを満たせば自動的にｃは満たされる。） 

   ※落札条件を満たす者が２者以上いる場合は、評価値の最大の者を落札者とする。さらに、その評

価値も同じ場合には、くじ引きにより落札者を決定する。 

 

２ 評価項目及び評価指標 

 ①評価項目：(ア)施工能力に関する事項 

       (イ)企業能力に関する事項 

       (ウ)配置予定技術者の能力に関する事項 

       (エ)地域要件に関する事項 

 ②評価指標：(ア)安全対策、環境配慮により評価 

       (イ)工事成績評定点、同種工事施工実績により評価 

       (ウ)同種工事施工実績、保有資格により評価 

       (エ)営業拠点、災害協定参加等、ボランティア活動、地域施工実績、除雪契約、消防団協力

事業所認定により評価 

 

３ 標準点及び加算点 

 ①標準点：標準案の条件を満たしていれば、標準点として１００点を付与する。 

 ②加算点：評価基準に応じて付与する点数とする。 



４ 加算点の付与 

 入札参加者に対する加算点付与の考え方は下表のとおりである。 

小項目 評価項目 
方 式：特別簡易型
加算点：２０点満点

施 工 能 力 
工程管理 安全対策 １．００ 
品質管理 環境配慮 １．００ 

小計（満点） ２．００ 

企 業 能 力 
工事成績評定点  ２．００ 
同種施工実績  ４．００ 

小計（満点） ６．００ 

技術者能力 
同種施工実績  ２．００ 
保有資格  ２．００ 

小計（満点） ４．００ 

地 域 要 件 

営業拠点  １．００ 
災害協定参加等  ２．００ 
ボランティア活動  １．００ 
地域施工実績  １．００ 

除雪契約  ２．００ 

消防団協力事業所認定  １．００ 
小計（満点） ８．００ 

 

○施工能力について 

評価項目 評価内容 評価基準 評価点

工程管理 

 安全対策 

事故等の防止の喚起と客観的指
標で安全対策の実施の可能性 

「過去に労働安全衛生表彰歴あり」かつ「過
去３年間に本巣市又は岐阜県から工事事故
等による入札参加資格停止措置なし」 

 1.00

※「労働安全衛生表彰歴あり」とは、
次のいずれかの表彰等を受賞し
ている場合に限る。 

・全国安全週間における厚生労働
大臣及び岐阜労働局長が行う安
全表彰 

・厚生労働省労働基準局長が行う
建設事業無災害表彰（岐阜県内
の工事に限る） 

・岐阜県労働局長が行う工事無災
害記録証及び年間無災害記録証

「過去に労働安全衛生表彰歴なし」かつ「過
去３年間に本巣市若しくは岐阜県から工事
事故等による入札参加資格停止措置なし」
又は 「過去に労働安全衛生表彰歴あり」
かつ「過去３年間に本巣市若しくは岐阜県
から工事事故等による入札参加資格停止措
置あり」 

 0.00

「過去に労働安全衛生表彰歴なし」かつ「過
去３年間に本巣市又は岐阜県から工事事故
等による入札参加資格停止措置あり」 

▲1.00

品質管理 

 環境配慮 ISO 認証取得の状況 
ISO9000S 又は ISO14001 取得済 1.00

取得なし 0.00

 

○企業能力について 

評価項目 評価内容 評価基準 評価点

工事成績評定
点 

直近２ヶ年度の岐阜県発注工事
における工事成績評定点の平均
点 

80 点以上 2.00

75 点以上 80 点未満 1.00

 工種：ほ装 75 点未満 又は 実績なし 0.00

同種工事施工
実績 

平成１５年度以降に発注された
工事の施工実績の有無 

１契約の工事で舗装面積が 8,800 ㎡以上の
施工実績あり 

4.00

※工事成績が 65 点未満のものは、
実績として認めない。 

※国又は地方公共団体が発注した
工事に限る。 

１契約の工事で舗装面積が 4,400 ㎡以上の
施工実績あり 

2.00

上記以外 0.00



○配置予定技術者の能力について 

評価項目 評価内容 評価基準 評価点

同種工事施工
実績 

平成１５年度以降に発注された
工事の施工実績の有無 

１契約の工事で舗装面積が 8,800 ㎡以上の
施工実績あり 

2.00

※工事成績が 65 点未満のものは、実績
として認めない。 

※国又は地方公共団体が発注した工事
に限る。 

１契約の工事で舗装面積が 4,400 ㎡以上の
施工実績あり 

1.00

上記以外 0.00

保有資格 
主任技術者又は監理技術者の保
有する資格 

「舗装施工管理技術者（１級又は２級）」か
つ「１級建設機械施工技士若しくは１級土
木施工管理技士」 又は 技術士（建設部
門（選択科目を「道路」とするものに限る。）
若しくは総合技術監理部門（選択科目を建
設部門に係るものに限る。）） 

2.00

１級建設機械施工技士、１級土木施工管理
技士又は技術士（建設部門（選択科目を「道
路」以外とするもの。）） 

1.00

２級建設機械施工技士又は２級土木施工管
理技士 

0.00

 

○地域要件 

評価項目 評価内容 評価基準 評価点

営業拠点 地域内での営業拠点の有無 
本巣市内に本店を有する 1.00
上記以外 0.00

災害協定参加
等 

災害協定への参加の有無 

本巣市との協定に参加あり 2.00
岐阜県又は県内市町村との協定に参加あり 1.00

参加なし 0.00

ボランティア
活動 

直近１年間の継続活動の有無 
本巣市内での実績あり 1.00

実績なし 0.00

地域施工実績 
平成１５年度以降に発注された
本巣市発注工事の施工実績（工種
不問） 

施工実績あり 1.00

施工実績なし 0.00

除雪契約 
本巣市との平成２４年度除雪契
約の有無 

除雪契約あり 2.00

除雪契約なし 0.00

消防団協力事
業所認定 

本巣市消防団協力事業所表示証
の交付の有無 

事業所の認定あり 1.00

事業所の認定なし 0.00

 

 

６ 落札者の決定 

  評価値及び落札者の決定（入札参加者が 5 社の場合） 

入 
札 
者 

標準点 

① 

加算点② 
点数合計

①+②=③

入札金額

④ 

評価値 

③/④×1 億 

評価順位 
（落札者）施工

能力 
企業
能力 

技術者
能力 

地域
要件

計 

Ａ 100.00 1.00 5.00 3.00 7.00 16.00 116.00 42,000,000 276.19048 ２ 

Ｂ 100.00 3.00 5.00 4.00 7.00 19.00 119.00 43,000,000 276.74419 １ (落札) 

Ｃ 100.00 1.00 4.00 2.00 7.00 14.00 114.00 44,000,000 259.09091 ４ 

Ｄ 100.00 0.00 2.00 2.00 7.00 11.00 111.00 41,800,000 265.55024 ３ 

Ｅ 100.00 3.00 5.00 4.00 3.00 15.00 115.00 44,900,000 256.12472 ５ 

※評価値について端数が生じた場合は、小数点以下第 6 位を四捨五入とする。 


