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説明書 

 

 柏原市都市デザイン部の「（仮称）恩智川多目的遊水地市民スポーツ広場整備工事」に係る総合評価

に関する事項については、この説明書によるものとする。 

 

１．総合評価に関する事項 

（１） 本工事は、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。 

（２） 総合評価に関する企業及び配置予定技術者の工事施工実績については、共同企業体構成員

とした場合は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。ただし、事業協同組合構成員の実

績は認められない。 

（３） 入札に関する事項 

    １） 企業の施工能力等の技術提案に関する事項を評価項目とし、具体的には以下のとおりで 

     ある。 

            ・企業の施工能力等  10 点 

    ２） 落札候補者の決定方法 

      入札参加者は価格及び「（仮称）恩智川多目的遊水地市民スポーツ広場整備工事」にお

ける上記１）の技術提案をもって入札し、次のア）からイ）の要件を満たす者のうち、下

記（４）によって得られる標準点と加算点の合計を入札価格で除した数値（以下「評価値」

という。）の最も高い者を落札候補者とする。なお、評価値は小数点以下 3 位まで計算し、

小数点以下 4 位は切り捨てとする。 

      ア） 入札価格が予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内であること。 

      イ） 上記１）の内容が適正であること。 

    ３） 上記２）において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候 

補者を決定する。 

（４） 標準点及び加算点について 

       予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内にある入札者に対して、技術提案が適正であ 

れば、標準点として 100 点を与え、さらに技術提案の評価に応じて、10 点から 0 点の間で 

加算点を与えるものとする。 

（５） 評価内容の担保 

       記載された内容が明らかに悪質と認められる場合は、指名停止又は契約違反として取扱 

う場合がある。 

（６） 申請書及び資料の作成説明会は開催しない。 

 

２．総合評価に関する資料作成方法等 

（１） 資料は、次に従い作成すること。 

      なお、下記１）の工事実績及び下記２）の配置を予定する技術者の経験については、過去 

10 年間（平成 19 年度～平成 28 年度）に工事が完成し、申請書及び資料の提出期限日までに 

引渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種工事の実績」（別記様式２）に記載 

する工事及び「配置予定技術者の資格・工事経験」（別記様式３）の「工事の経験の概要」に 

記載すること。 
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       １） 工事実績 

         a） 下記に掲げる同種・同規模程度の工事実績を過去 10 年間（平成 19 年度～平成 28

年度）に元請として工事を完成させ、申請書及び資料の提出期限日までに引渡しが完

了したものの中から代表的なものを別記様式２に１件記載するものとする。 

          同種同規模程度の工事とは、グラウンド整備工事とする。ただし、15,000 ㎡以上の

グラウンド整備工事の実績、高さ 14.7m 以上の防球フェンス整備工事の実績を有す

る場合は、加算の対象とする。（防球フェンス工事及びグラウンド整備工事が別途工

事の場合は 2 件記載するものとする。） 

            b） 記載した施工実績について、下記の事項が確認できる資料として、契約書等の所定

の部分の写しを添付すること。 

           ア． 工事名、工期、発注機関及び受注者双方の押印が確認できるもの。 

           イ． 同種工事の実績及びその他構成員の実績（その他構成員の実績は経常 JV と 

して提出する場合のみ）が確認できるもの。 

           ウ． 共同企業体としての施工実績の場合は、各社の構成比率が確認できるもの。 

           エ． 工期内に完成し、引渡しが完了した工事については、完成及び引渡し済みで

あることが確認できるもの。 

          ただし、工事実績情報システム（以下「CORINS」という。）に上記ア、イ、ウ、エ、 

         すべてが確認できる内容が登録された工事については、契約書等の写しの資料の提出

は不要であるが、建設業許可番号（共同企業体構成員としての実績をあげる場合は、

幹事社の建設業許可番号）及び CORINS 登録番号を記載し、CORINS 登録画面を印

刷したものを提出すること。なお、同種工事の実績及びその他構成員の実績が 

CORINS 登録されている工事内容で確認できない場合は、確認できる資料として工事

請負契約書（元請に限る）の写しを添付すること。 

       ２） 配置を予定する技術者 

        a） 当該工事に配置予定の監理技術者及び主任技術者（以下「配置予定技術者」という。） 

         について、上記１）a）に掲げる工事経験を別記様式３に記載するものとする。 

         資料提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の配置予定技術

者の候補者を記載することができるが、その場合は、配置予定技術者の候補者１名に

つき様式１枚とする。 

         ただし、審査においては資格経験等の評価が低い者で審査を行う。 

         なお、実績として記載した工事の工期に対して従事期間が短い場合については、明

示した同種工事の実績を満たしていることが証明できる資料（最終の実施工程表等）

を提出すること。 

        b） 配置予定技術者の工事経験については、過去 10 年間（平成 19 年度～平成 28 年度）

に元請として工事を完成し、申請書及び資料の提出期限日までに引渡しが完了した同

種工事すべての経験の中から代表的なものを１件記載する。 

            c）  配置予定技術者の有する資格の資格証等の写しを添付すること。監理技術者につい

ては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証又はこれに準ずる者であること

を証する書面等の表面の写しを添付すること。なお、監理技術者資格者証については、

裏面の写しも添付すること。 

        d） 配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札申込受付の締切日
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以前に 3 ヶ月以上の雇用関係）が必要であるので、その関係を明示することができる

資料（健康保険被保険者証の写し等）を添付すること。 

          なお、監理技術者を配置予定技術者とする場合には、監理技術者資格者証の写しに

よって上記の資料に代えることができるが、当該写しに記載されている所属建設業者

の商号又は名称と入札参加希望者の商号又は名称とが異なるなど、直接的かつ恒常的

な雇用関係に疑義があると認められる場合には、上記の資料を求めるものとする。そ

の明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 

        e） 配置予定技術者の工事経験について下記の事項が確認できる資料として、２（１）

１）b）（イを除く）の資料及び下記のものを提出すること。（写し可） 

          ア．同種工事すべての経験が確認できるもの。 

          イ．配置技術者として従事したことが確認できるもの。 

        f）  配置予定技術者については、総合評価に関する申請書等を提出後、落札者決定まで、

同一の予定技術者を重複して、他の工事の配置予定技術者とすることはできない。 

           

３） 企業の施工能力等 

      a） ISO の認証取得の有無 

       ISO9001 及び ISO14001 の認証を取得している場合は、認証の取得に係る登録証

の写しを別記様式４－１に添付すること。 

      b） 過去 10 年間の工事実績の有無（国・大阪府・大阪府内市町村） 

       国・大阪府・大阪府内市町村の発注において、過去 10 年間（平成 19 年度～平成 

28 年度）に元請として工事を完成させ、申請書及び資料の提出期限日までに引渡し

が完了した建設工事（土木一式）で契約金額が５千万円以上のものを別記様式４－２

に記載するものとする。 

       別記様式２に記載する同種工事の実績と重複して記載してもよい。 

       記載した施工実績について、下記の事項が確認できる資料として、契約書等の所定

の部分の写しを添付すること。（２（１）１）b）（イを除く）を参照） 

      c） 災害協定の締結の有無 

       災害協定の締結がある場合は、締結の覚書の写しを別記様式４－３に添付すること。 

      d） 企業の各種表彰に関する施工実績 

       元請として完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局所掌（港湾空港関係

を除く。）及び大阪府の工事において、優良工事等施工者（工事請負業者）表彰（局

長、事務所長等）、優良工事等施工者（技術開発）表彰、優良工事等施工者（安全対

策）表彰、優良工事等施工者（イメージアップ）表彰及び公共構造物品質コンテスト

の表彰を受けている場合は、表彰名、工事名、表彰者及び表彰年月日の分かる表彰状

の写し、又は当該機関からのそれを証明するものを別記様式５に添付すること。 

       なお、過去２年間（平成 27 年度、平成 28 年度）に受けた表彰に限ります。 

      e） 企業の社会貢献、地域貢献に関する実績 

       企業の社会貢献、地域貢献に関する実績（ただし、過去２年間（平成 27 年度、平

成 28 年度）における大阪府又は大阪府内市町村にての実績）で、災害活動に関して

の行政機関からの感謝状、又は地域のボランティア活動に関しての行政機関からの表

彰・感謝状を受けている場合は、表彰・感謝状の写し、又は当該機関からのそれを証
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明するものを別記様式６に添付すること。 

      f） 配置予定技術者の技術者表彰に関する実績 

       元請として完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局所掌の工事（港湾空

港関係を除く。）に係る技術者表彰を受けている場合は、工事名、表彰者及び表彰年

月日の分かる表彰状の写し、又は当該機関からのそれを証明するものを別記様式７に

添付すること。 

       なお、過去２年間（平成 27 年度、平成 28 年度）に受けた表彰に限ります。 

 

（２） その他 

    １） 申請書及び資料の作成及び提出に係る全ての費用は、提出者の負担とする。 

    ２） 柏原市長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外 

     に無断で使用しない。 

    ３） 提出された申請書及び資料は、いかなる場合であっても返却しない。 

    ４） 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

 

３． 契約変更の取り扱い 

  （１） 不可抗力（地震、風水害等）によって地形が変化し、数量に変更があった場合は、発注者 

    と受注者の協議のうえ、発注者が認めたものについては変更の対象とする。 

  （２） 現場条件、関係機関との協議、社会的条件（地元対応等）によって新たな対策や施工体制 

    の変更が生じた場合には、発注者と受注者の協議のうえ、発注者が認めたものについては変 

    更の対象とする。 

 

４． 配置予定監理技術者の確認 

   落札者決定後、CORINS 等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約 

  を結ばないことがある。なお、配置予定技術者の変更については、下記に該当する場合に限り監 

  督職員と協議のうえ、変更を認めることができる。 

  （１） 病気により配置予定技術者としての職務の遂行ができないと判断された場合 

  （２） 当該配置予定技術者が死亡した場合 

  （３） 当該配置予定技術者が退職した場合 

  （４） 当該配置予定技術者が真にやむを得ない理由により転勤となる場合 

  （５） 発注者の責により工期延期となる場合 

  （６） 工期が２年以上の長期に渡る工事で１年以上の期間連続して配置予定技術者として従事 

    した場合 

   なお、配置予定技術者を変更する場合は、本工事の入札説明書に定められた配置予定技術者に 

  係るすべての条件を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならな 

  い。ただし、変更後の配置予定技術者の CORINS への実績登録については、従事期間及び従事 

  内容を考慮して登録を認めない場合がある。また、上記（６）により配置予定技術者を変更する 

  場合は、新旧技術者の引継期間について発注者と協議すること。 

 

５． 総合評価に関する申請書等の提出期間、提出先、提出方法 

（１） 本競争の参加希望者は、上記２に掲げる総合評価に関する事項を証明するため、次に従い 
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   申請書及び資料を提出しなければならない。 

   なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者は、入札に参加することができない。 

   １）提出期間 ： 平成 30 年 1 月 17 日（水）から平成 30 年 1 月 18 日（木）までの午前 9

時 00 分から午後 5 時 00 分まで。（午後 0 時 00 分から午後 0 時 45 分の

間は除く。） 

   ２）提 出 先 ： 大阪府柏原市安堂町 1 番 55 号 

            柏原市財務部契約検査課 

   ３）提出方法 ： 申請書及び資料は直接提出すること。    

             郵送又は電送（ファクシミリ・電子メール）によるものは受付けしない。 

  （２） 申請書は別記様式１により作成すること。 

 

６． 苦情申立て 

  （１） 競争参加資格がないと認めた理由の説明を受けた者で、当該理由について不服がある者 

は、説明に係る書面を受け取った日から５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、 

書面により柏原市長に対して苦情を申し立てることができる。 

（２） 書面は自由様式とする。なお受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 9 時 00

分から午後 5 時 00 分まで。 

 

    提出先 ： 大阪府柏原市安堂町 1 番 55 号 

                 柏原市財務部契約検査課       

 

７． その他 

  （１） 契約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、電子入札者心得及び電子入札運用基準を遵守すること。 

  （３） 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、柏原市入札参加有資格業者指名停 

    止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 

  （４） 落札者は、上記２（１）２）の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配 

    置すること。 

   

                                                                              以  上 

 

 

  


