
別記２（第７条関係）  入札説明書 

 

総合評価落札方式（特別簡易型）入札説明書 

 

公 表 番 号  ２０高契入第９１号 

工 事 名  道路改良工事 

路線等の名称  市道上田線 

工 事 場 所  高浜市豊田町地内 

工 期  平成２０年１１月１１日から平成２１年２月１３日まで（１０５日間）

工 事 概 要 工事延長   Ｌ＝４８４．０ｍ 

舗装工    Ａ＝３，３７８．８㎡ 

 

 上記の一般競争入札対象工事については、入札公告、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。 

 

１ 入札方法 

  本件の入札については紙入札で行うものとする。 

 

２ 落札者決定の方式について 

  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総合評価落札

方式を適用する。 

 

３ 提出を要する書類 

  本工事の入札に参加を希望する者は、以下の書類を受付期間に提出すること。 

（１）入札参加申請資料 

  ア 一般競争入札（総合評価落札方式）参加資格申請書（様式第１） 

（２）総合評価資料 

  ア 企業の施工実績（同種工事の施工実績を証明する契約書の写し又はコリンズの写し）（様式第２）  

  イ ＩＳＯ9000 又はＩＳＯ14001 の認証の写し 

  ウ 配置予定技術者の施工実績（様式第３） 

  エ 災害協定等の写し 

  オ ボランティア活動に参加したことがわかる資料 

 

４ 書類の受付 

（１）書類の提出は、次の受付期間内に受付場所に持参するものとし、郵送又はファック

スによるものは受け付けない。 

  受付期間 平成２０年１０月３日（金）から平成２０年１０月１７日（金）までの土

曜日、日曜日、祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

  受付場所 高浜市役所行政管理部契約検査グループ （市役所 ３階） 

       ℡  ０５６６－５２－１１１１（内線２３３、３３９） 

（２）提出書類は様式第１を表紙とし、一連の書類を綴じ込んで（ホチキス等の綴じ具を

使用することとし、クリップ・ファイル等は使用しない。）提出すること。また提出

部数は１部とする。 

 



５ 市道上田線道路改良工事に係る総合評価に関する事項 

（１）評価項目、評価基準及び得点配分 

  ア 企業の施工実績 

評価項目 評価基準 配点 満点

同種工事 ３件以上 3.0 

同種工事 ２件 2.0 

同種工事 １件 1.0 

企業の施工実績 

  同種工事の施工経験に

ついては、資料提出期限

日前日より平成１６年度

までの舗装工事の実績件

数により評価する。 

同種工事 ０件 0.0 
3.0 

 

  イ 工事成績評定 

評価項目 評価基準 配点 満点

８６点以上 3.0 

８１点以上８６点未満 2.0 

７６点以上８１点未満 1.0 

工事成績評定 

  高浜市における過去２

年間の工事成績評定点の

平均点により評価する ７６点未満 0.0 

3.0 

 

  ウ ＩＳＯ取得の有無 

評価項目 評価基準 配点 満点

認証取得   有 1.0 ＩＳＯ取得の有無 

  資料提出期限前日現

在 、 ISO9001 又 は

ISO14001 の認証取得の

有無により評価する。 

認証取得   無 0.0 

1.0 

 

  エ 配置予定技術者の施工経験 

評価項目 評価基準 配点 満点

同種工事  ３件以上 3.0 

同種工事  ２件 2.0 

同種工事  １件 1.0 

同種工事の施工経験に

ついては、資料提出期限

日前日より平成１６年度

までの舗装工事の実績件

数により評価する。 

 

同種工事  ０件 0.0 

3.0 

 

  オ 地域内拠点の有無 

評価項目 評価基準 配点 満点

市内に本店を有する者 2.0 地域内拠点の有無 

  参加企業の所在地によ

り評価する 

市内に支店又は営業所を有する者 0.0 2.0 

 

  カ 災害協定等の締結の有無及び活動実績 

評価項目 評価基準 配点 満点

災害協定等の締結の有無及 高浜市と協定等の締結数    ３件 3.0 6.0



高浜市と協定等の締結数    ２件 2.0 

高浜市と協定等の締結数    １件 1.0 

高浜市と協定等の締結数    ０件 0.0 

 

協定等締結による実績件数   ３件以上 3.0 

協定等締結による実績件数   ２件 2.0 

協定等締結による実績件数   １件 1.0 

び活動実績 

  市との間で締結した協

定等の有無及び活動実績

により評価する 

協定等締結による実績件数   ０件 0.0 

 

  キ ボランティア活動の実績の有無 

評価項目 評価基準 配点 満点

高浜市内で実績        ３件以上 3.0 

高浜市内で実績        ２件 2.0 

高浜市内で実績        １件 1.0 

ボランティア活動の実績の

有無 

  過去２年間のボランテ

ィア活動に参加した実績

により評価する 高浜市内で実績        無 0.0 

3.0 

※注意事項 

１．同種工事の施工実績とは、道路工事で舗装面積１，０００㎡以上の施工規模を含む

公共工事に限る（他の自治体も可）。 

２．災害協定等とは、次に示す協定等をいい、協定の締結、活動実績について評価する。

（評価基準としては、協定の締結については総合評価資料提出期限前日現在において

協定の締結を評価する。活動実績については、評価基準として次の協定・契約に該当

するものをいずれも締結していて、過去３年間の実績を評価する。） 

   ・災害時における復旧工事等の協力に関する協定 

   ・治水対策業務委託契約 

   ・雪氷対策業務委託契約 

 ３．ボランティア活動とは、市が開催する以下の行事で、企業としてボランティアで参

加したものをいう。 

   ・市民一斉清掃（春・秋） 

   ・水防訓練 

   ・総合防災訓練 

価格以外の評価点の合計 21 点 

（２）総合評価の方法 

  ア 総合評価は、加算方式を採用する。 

  イ 総合評価は、価格評価点と価格以外の評価点を合計した総合評価点の最も高い者

を落札者とする。 

    価格評価点＝１００×調査基準価格／入札価格 

    価格以外の評価点＝評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計 

    総合評価点＝価格評価点＋価格以外の評価点 

（３）提出書類に関する留意事項 

書類名称 留意事項 

企業の施工実績（様

式第２） 

① 同種工事の施工実績を証明する契約書の写し等で舗装工事の

内容が分かるもの又はコリンズの写しを提出する。同種工事に



ついては、公共工事に限る。（他の自治体も可。） 

ＩＳＯ取得の有無

（写し等の提出） 

① ＩＳＯ9000 又はＩＳＯ14001 の認証の写しを提出する。 

配置予定技術者及び

施工実績（様式第３） 

① 「配置予定技術者」の記載は必須とする。 

② 配置予定技術者は、この工事を行うにあたり建設業法上必要

な資格を有した者の氏名及び資格を記載する。 

③ 配置予定技術者の工事経験は、資料提出期限日前日より平成１

６年度までの同種工事のうち、代表的なものを１件記載する。

④ 記載様式は様式第２とし、様式の欄外に示す証明書類を添付

する。 

災害協定等の締結及

び活動実績の有無

（写し等の提出） 

① 「災害時における復旧工事等の協力に関する協定」、「治水

対策業務委託契約」及び「雪氷対策業務委託契約」に該当する

ものを締結している証明書の写しを提出する。 

② 活動実績を証明するものを提出する。 

ボランティア活動の

実績の有無（写し等

の提出） 

① 「市民一斉清掃（春・秋）」、「水防訓練」及び「総合防災

訓練」の活動に参加したことがわかる資料を提出する。 

 

６ その他 

（１）提出された書類の内容に関し、電話等で聴き取りをする場合がある。 

（２）価格評価点及び価格以外の評価点は、公開される。 

（３）提出した申請書等に虚偽記載があった場合等明らかに悪質な行為が入札参加資格申

請以後に判明した場合は、契約を行わず、又は契約を解除する。 

 

７ 暴力団排除に関する事項 

 (１) 入札 

    この指名通知の日から開札の日までの期間において、「高浜市が行う契約等から

の暴力団排除に関する合意書」（平成２０年３月２５日付け高浜市長・碧南警察署

長締結。(２)及び(３)において「合意書」という。）に基づく排除措置を受けてい

ないこと。 

 (２) 契約の締結 

    開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」に基づく排

除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。 

 (３) 損害の賠償 

    暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」に基づく排除

措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがある。 

 (４) 妨害又は不当要求に対する届出義務 

    契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出し

なければならない。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若

しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。 

 

８ 問い合わせ先 

   高浜市行政管理部契約検査グループ 

   ℡ ０５６６－５２－１１１１（内線２３３、３３９） 


