
次のとおり総合評価落札方式による事後審査型一般競争入札に付しますので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良市企業局契約に関する規

程（平成９年奈良市水道局管理規程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年

奈良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。 

なお、この工事は、奈良市企業局建設工事低入札価格調査制度試行要領に基づく低入札価

格調査を行います。 

 

令和２年８月１７日 

                                              

奈良市公営企業管理者 池 田 修 

 

第１ 入札に付する事項 

  １ 工 事 名  吉城川バイパス築造工事 

  ２ 工 事 場 所  奈良市法蓮町～川久保町地内 

  ３ 工 事 期 間  契約の日から令和４年３月２５日まで 

  ４ 工 事 概 要  工事延長 L=４４２．２ｍ 

泥濃式推進工 HPφ1500mm 一式 

鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ300～φ1800mm 一式 

立抗工 ３基 

人孔築造工 ３基 

地盤改良工 一式 

防音工 一式 

付帯工 一式 

  ５  予 定 価 格    ５４５,８７２千円（消費税及び地方消費税を除く。） 

  ６ 低入札価格調査を行う価格（以下「調査基準価格」という。） 

    調査基準価格は、次の金額のうちいずれか低い金額とする。 

・調査基準モデル型算出価格 ４３６，８６５千円（消費税及び地方消費税を除く。） 

・調査基準変動型算出価格 

第２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  下記に定める条件を全て満たすものであること。  



１ 令和２年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格者の中で、本市企業局に登録され

ている建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「建設業法」という。）第３条に

規定する本店又は営業所において「土木工事業」における特定建設業の許可を有する

ものであること。なお、この入札に参加できる業者は、単体企業に限る。 

  ２ 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書（有効期間内にある直近のもの。）の結果における「土木一式工事」の総合

評定値が１，２００点以上であること。 

３ 平成１７年度以降（過去１５年間）に元請として単独又は特定建設工事共同企業体

の構成員（出資比率２０％以上のものに限る。）としてシールド工法又は大中口径管

推進工法（φ８００mm以上）による下水道工事の施工実績を有すること。 

４ 建設業法第２６条に基づく配置技術者は、当該工事の入札参加申請日において継続

して３か月以上の雇用関係にある者で、「土木一式工事」に対応する監理技術者を１

名以上専任で配置できること。また、その者は監理技術者資格者証及び監理技術者講

習修了証の交付を受けている者であること。 

５ 現場代理人は、入札参加申請日において継続して３か月以上の雇用関係にある者

で、当該工事に常駐するものとする。 

６ 技術提案書の提出 

入札参加者は、奈良市公営企業管理者（以下「管理者」という。）の定める様式に

より、入札説明書及び別添図面等を参考として、適切な施工計画を立案し、次のア及

びイの内容を示した技術提案書を管理者に提出すること。 

ア 施工計画について 

イ 企業の施工能力等について 

７ 奈良市企業局の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

８ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の４の規定に該当しない者であること。 

 

第３ 設計図書等を示す日時及び場所 

     １ 日時                                 

       公告日から開札日前日まで（奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第３

号）に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く。）の午前９時から午



後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

２ 場所                                    

       奈良市企業局 経営部 経営企画課 

（設計図書等は、奈良市企業局電子入札システムからはダウンロードできません。） 

３ 郵送 

    仕様書等の貸出しを郵送で希望される場合は電話でその旨連絡ください。 

    問い合わせ先 

    奈良市企業局経営部経営企画課総務係 ０７４２－３４－５２００（内線２７２） 

 

第４ 開札の日時及び場所                             

   令和２年１０月１４日 午前１０時００分  

    奈良市企業局４階 大会議室 

                    

第５ 技術提案書の提出期間等 

１ 提出期間 令和２年９月２日から令和２年９月１１日まで（必着） 

２ 提出部数  １部（ただし、施工計画に係る技術的所見（様式２－１、２－２、２－

３）については、書面に加え電子データ（ＰＤＦファイル）１部をＣＤ－

Ｒ等により添付すること。） 

３ 提出方法 一般書留又は簡易書留による郵送に限ります（持参不可）。封筒に密封

の上、宛名は「奈良市公営企業管理者」とし、封筒の表に「技術提案書在

中」と明記し、併せて会社名及び工事名を記入してください。封筒は、代

表者の印で封印してください。 

また、閉庁日は受理できないため、市の休日を除いて配達日を指定して

ください。 

  ４ 郵 送 先 〒６３０－８００１ 

奈良市法華寺町２６４番地１ 

          奈良市企業局事業部水道計画課 宛 

  ５ 費用負担 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

 

第６ 入札に関する事項                             



  １ 入札方法  電 子 入 札                        

  ２ 入札参加申請について 

   入札参加を申請する者は、公告日から令和２年８月３１日まで（市の休日を除く。）

の午前９時から午後５時までに、奈良市企業局電子入札システムにより一般競争入札

参加申請書（ひな形はホームページに掲載）を添付して参加申請を行ってください。  

  ３ 参加資格確認通知日（※参加資格とは事後審査に関する事項を除くもの。）   

   令和２年９月２日に電子入札システムにて入札参加申請者に通知します。 

  ４ 入札書の提出期間                              

   令和２年１０月５日から開札日前日まで（市の休日を除く。）の午前９時から 

午後５時まで  

  ５ 入札の不成立 

   入札者が１者であるときは、入札は成立しないものとします。           

  ６ 電子入札の無効                               

   ア 入札に参加する資格のない者のした入札                   

   イ 他人のＩＣカードを使用した入札                      

   ウ 入札金額等必要な事項が入力されていない入札書による入札         

   エ その他管理者の定める入札条件に違反した入札  

  ７ 次に掲げる入札を行った入札者は失格とします。               

   ア 内訳書が添付されていない入札                      

   イ 入札書金額と内訳書金額が一致しない入札                  

   ウ 内訳書の日付が開札日でない入札                      

   エ 内訳書に工事名等の記入漏れ、又は間違いのある入札 

   オ 内訳書のファイルが破損等により読み込めない入札 

   カ 内訳書の消費税額が１０％で計算されていない入札              

  ８ その他の詳細は、奈良市企業局電子入札運用基準によります。  

  

第７ 質疑に関する事項 

   本入札に関して質疑のある場合は、質疑書（様式はホームページに掲載）を電子メー

ルにより提出してください。 

 １ 提 出 先 奈良市企業局 事業部 下水道事業課（０７４２－３４－５２７６） 



メールアドレス sougouhyouka@city.nara.lg.jp 

２ 受付期間 令和２年８月１７日 から 令和２年９月３日 午後５時まで 

３ 回 答 日 令和２年９月８日（電子メールで回答します。） 

４ 回答方法 すべての質問と回答を取りまとめ、入札参加者すべてに担当課から入札

参加申請時に記載された電子メールアドレスに送信します。届かない場

合は必ず連絡してください。 

 

第８ 入札保証金に関する事項 

１ 入札保証金に際しては、奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契

約規則第４条によるものとします。 

  ２ 入札保証金については、参加資格確認通知日に電子入札システムにて入札参加申請

者に通知します。 

 

第９ 総合評価の評価方法等 

   本工事の総合評価に関する評価方法は次のとおりとします。 

１ 入札参加者の「標準点」を１００点とし、技術提案による「加算点」の最高点を 

２５点として評価するものとします。 

２ 「加算点」は次の表のとおり、評価項目ごとに評価し、配点に応じて加算します。 

 

評価項目 加点基準 

施工計画 

（１８点） 

 

品質管理 施工上留意すべき事項の適切性 

安全管理 安全管理上留意すべき事項の適切性 

施工管理 施工上留意すべき事項の適切性 

企業の施工能力等 

（７点） 

企業の施工能力 表彰実績 

ISO９０００シリーズ、ISO１４０００シリーズ認証取得 

配置予定技術者の 

実績 

同種工事の施工経験 

地域精通度 地域内工事の実績 

地域貢献・社会貢献 災害協定の締結 

 



３ 総合評価は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を、次式のとおり当該入

札参加者の入札価格で除することにより得られる数値（以下「評価値」という。）を

もって行います。  
標準点 ＋ 加算点 

  評価値 ＝  
             入札価格 
 

４ 評価内容の担保 

次に掲げる事由に該当する場合、工事成績評定点の減点を行うものとします。なお、

工事成績評定点によっては、奈良市企業局建設工事等入札参加者入札参加停止措置要

領に基づき、入札参加停止措置を受ける場合があります。 

   ア 配置予定技術者の実績において加点され落札した後、工事期間中にやむを得ず配

置技術者を途中交代する場合に、同等以上の評価がなされる者を配置しなかったと

き。 

   イ 工事期間中において、奈良市企業局建設工事施工体制点検特別立入調査による指

示事項があった場合に、その指示に従わなかったとき。 

   ウ 提示した技術提案を施工計画書に記載しなかったとき、又は履行しなかったとき。 

   エ その他、契約図書等の内容を履行しなかったとき。 

５ 以上に掲げるもののほか、総合評価一般競争入札及び低入札価格調査に係る詳細は、

入札説明書によります。 

 

第１０ 落札候補者の決定に関する事項 

１ 落札候補者は、予定価格の制限の範囲内で評価値の最も高い者とし、評価値の高い

者から順位付けをします。また、同評価値のため落札候補者の順位が同一となる場合

は、電子くじにより落札候補者の順位を決定します。ただし、調査基準価格を下回る

入札を行った者については、奈良市企業局建設工事低入札価格調査制度試行要領の規

定に基づき、低入札価格調査を行うものとします。 

  ２ 落札候補者を決定した場合は、当該案件の全ての入札参加者に対して、落札候補者

の決定及び候補者の順位を電子入札システムにて速やかに通知します。また、第１順 

位の落札候補者に対しては、第１１で定める事後審査に係る書類の提出を求める旨を

併せて通知します。 



 

第１１ 事後審査に関する事項 

   第１順位の落札候補者は、下記のとおり、入札参加資格の確認に必要な書類を持参に

より提出して下さい。なお、提出後における書類の内容変更は認めないものとします。

また、正当な理由なく事後審査に係る必要書類の提出がない場合は、入札参加停止措置

の対象となりますので十分ご注意下さい。 

  １ 提出書類について 

     (1)  事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書 

    (2)  配置技術者の資格等を証するものの写し、又は経歴書（実務経験のみの場合） 

   (3)  入札参加申請日において継続して３か月以上の雇用関係が確認できるものの 

写し 

   (4)  建設業許可通知書又は証明（確認）書の写し 

   (5)  建設業許可申請書（控）の写し（営業所全ての専任技術者名が記載されてい 

る箇所。変更があった場合は、その届出書の写し） 

   (6) 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

   (7) 「第２の３」の記載内容に基づく実績を証明できるもの（契約書の写し等） 

   ※ 提出書類に係る様式については奈良市企業局ホームページからダウンロードでき

ます。  

２ 提出期間及び場所について 

   (1)  提出期間 落札候補者決定日の翌日の午後３時まで（その日が市の休日にあたる

場合は翌開庁日） 

   (2)  提出場所 奈良市企業局 経営部 経営企画課（奈良市企業局３階） 

  ３ 入札参加資格の審査について 

入札参加を申請する者の参加資格は、奈良市企業局入札参加者等審査会が審査しま

す。ただし、入札参加決定通知後又は落札候補者決定通知後において、入札参加不適

格要件が判明した場合は、落札者となり得ません。 

 

第１２ 落札者の決定に関する事項 

１ 第１順位の落札候補者に対する審査結果が入札参加資格を有すると確認した場合は、

当該者に対して速やかに落札決定の旨を通知し、当該案件の全ての入札参加者に対し



て落札者が決定した旨の通知を行います。 

２ 第１順位の落札候補者に対する審査結果が入札参加資格を有していないと確認した

場合は、その者に対して失格の通知を行います。また、開札時に決定した次順位の落

札候補者に対して、事後審査に係る書類の提出を求める通知をし、提出書類に基づい

て資格審査を行い、落札者が決定するまでこれを繰り返すものとします。 

 

第１３ その他 

  １ 支払いは、口座振り込みとします。 

２ 上記に定めのないものは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行令

並びに、奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契約規則によるもの

とします。                               

３ 問い合わせ先                               

奈良市法華寺町２６４番地１  

奈良市企業局 経営部 経営企画課 総務係 

電話 ０７４２－３４－５２００（内線：２７２） 
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工 事 名  吉城川バイパス築造工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月 

奈良市企業局 

 

 

 

 

 

 



吉城川バイパス築造工事に係る入札公告に基づく総合評価落札方式事後審査型一般競争入札につ

いては、関係法令に定めるもののほか、公告文書及びこの入札説明書ならびに設計図書（以下「入

札説明書等」という。）によるものとします。 

入札に参加する者は、入札説明書等を熟知のうえ、入札しなければなりません。 

入札説明書及び設計図書に疑義がある場合は、以下の７に従い、説明を求めることができます。 

 

１ 公告日  令和２年８月 17 日 

 

２ 契約者  奈良市公営企業管理者  池 田  修 

 

３ 契約を担当する部局の所在地、名称等 

〒630-8001 

       奈良市法華寺町 264 番地１ 

       奈良市企業局事業部下水道事業課 

       電話 0742-34-5276 

メールアドレス sougouhyouka@city.nara.lg.jp 

 

４ 競争入札に付する事項 

（１）工 事 名  吉城川バイパス築造工事 

（２）工事場所  奈良市法蓮町～川久保町地内 

（３）工  期  契約の日から令和４年３月２５日まで 

（４）工事概要   工事延長 L=４４２．２ｍ 
泥濃式推進工 HPφ1500mm 一式 

鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工 SPφ300～φ1800mm 一式 

立抗工 ３基 

人孔築造工 ３基 

地盤改良工 一式 
防音工 一式 

付帯工 一式 
 

５ 入札に参加する者に必要な資格 

  公告文書に記載の資格を有していることとします。 

 

６ 技術提案書に関する事項 

（１）施工計画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す。 

ア 施工計画について 

① 品質管理  

   本工事は、狭隘道路下での急曲線施工（R=40m,50m）を含む大中口径 φ1500mm の推進



工となるため、推進精度確保に関する具体的な工夫を提案・実施する。ただし、提案内

容は大中口径(φ1500mm)推進工における対策に限る。 

② 安全管理   

   本工事は住宅地内の工事であり、工事車両の経路である市道北部第 451 号線の市道六

条奈良阪線との交差点から両発進立坑基地までの区間（別紙「技術提案箇所図」参照）

の歩行者及び一般通行車両に対する安全対策についての具体的な工夫（交通誘導員に関

する提案を除く）を提案・実施する。ただし、立坑築造時の提案を除く。 

③ 施工管理 

   発進立坑築造箇所は集合住宅等に近接し、また、推進工作業ヤードとして集合住宅敷

地内の一部を借地し、防音ハウスを設置する計画であるが、集合住宅に隣接することか

ら、周辺環境に対する負荷（騒音）を軽減するための具体的な工夫（発進立坑築造時に

ついて１提案、推進工時について１提案）を提案・実施する。 

イ 企業の施工能力等について 

① 表彰 

過去３年間（平成 30 年４月１日から公告日の前日）における国土交通省近畿地方整備局

の工事に対する優良工事等施工者（工事請負業者）表彰（局長、事務所長）、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の有無又は、奈良県の工事に対する

優良工事等施工者（工事請負業者）表彰（県土マネジメント部長・土木部長、土木事務所

長等）となります。 

② ISO9000 シリーズ、ISO14000 シリーズ認証取得 

ISO9000 シリーズ、ISO14000 シリーズ認証取得の有無 

③ 配置予定技術者の実績 

国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律

第 127 号）第２条及び同施行令（平成 13 年政令第 34 号）第１条の規定による法人、又は

前身の組織及び団体を含む（当該事実が奈良市企業局で確認できるものに限る）。以下同

じ。）、公共法人（法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第２条第５項に規定する別表第一に

掲げる法人とする。以下同じ。）又は地方公共団体の発注した同種工事であって、過去 15

年間（平成 17 年４月１日から令和２年３月 31 日）に元請（共同企業体の構成員として請

負った工事を含む。）の監理技術者、又は主任技術者として、完成・引渡が完了した受注価

格が 2,500 万円以上の工事についての施工経験の有無。 

なお、同種工事とは大中口径管推進工法又はシールド工法による土木工事のことをいい

ます。 

④ 地域精通度 

国、奈良県、又は奈良市発注工事で、奈良市内における過去 15 年間（平成 17 年４月１  

日から令和２年３月 31 日）の元請（共同企業体の構成員として請け負った工事を含む。）

として完成引渡が完了した受注価格 2,500 万円以上の地域内工事の実績の有無。 

⑤ 地域貢献・社会貢献 



国、奈良県、又は奈良市と災害協定の締結をしているかの有無。 

（２）技術提案の履行の確保について 

落札者は提示した技術提案について、そのすべてを施工計画書に記載し、その履行を確保す

るものとします。なお、発注者の責によらない事情により、入札時の技術提案の履行が確認で

きないときは、工事成績評定点から 10 点の減点を行うものとします。 

（３）総合評価に係る契約変更の取扱い 

発注者は契約締結後に入札時の技術提案を満足させる施工計画書の提出を受け、内容の確認

は行いますが、請負契約の変更は行わないものとします。 

（４）評価の基準 

評価基準、配点は別表－１のとおりとします。 

 

７ 入札説明書及び設計図書に関する質問 

(１)質問がある場合は、次に従い提出してください。 

ア 提出期間  令和２年８月 17日から令和２年９月３日の午後５時まで 

イ 提 出 先  ３に同じ 

ウ 提出方法  電子メールにより提出してください。担当課から受信確認メールを返信しま

すので、確認できない場合は連絡してください（連絡先 ３に同じ）。 

(２)回答は、次のとおりとします。 

ア  回 答 日  令和２年９月８日 

イ 回答方法  すべての質問と回答を取りまとめ、入札参加者すべてに担当課から入札参加

申請時に記載された電子メールアドレスに送信します。届かない場合は必ず連

絡してください（連絡先 ３に同じ）。 

 

８ 技術提案書の提出 

この工事の価格入札に参加しようとする者は、奈良市公営企業管理者が定める様式により６

（１）に定める事項を記入した技術提案書及びその添付書類（以下「技術提案書等」という。）を

下記のとおり提出しなければなりません。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者や未記

載で提出した者は、入札に参加することができません。 

(１)技術提案書等の提出 

ア 提出期間  令和２年９月２日から令和２年９月 11 日まで（必着） 

イ 提出部数  １部（ただし、施工計画に係る技術的所見（様式２－１、２－２、２－３）

については、書面に加え電子データ（ＰＤＦファイル）１部をＣＤ－Ｒ等によ

り添付すること。） 

ウ 提出方法  一般書留又は簡易書留による郵送に限ります（持参不可）。封筒に密封の上、

宛名は「奈良市公営企業管理者」とし、封筒の表に「技術提案書在中」と明記

し、併せて会社名及び工事名を記入してください。封筒は、代表者の印で封印

してください。 

また、閉庁日は受理できないため、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良



市条例第３号）に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除いて配達

日を指定してください。 

エ 郵 送 先  〒630-8001 

奈良市法華寺町 264 番地１ 

           奈良市企業局事業部水道計画課 宛 

(２)技術提案書等の作成等 

ア 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

イ 技術提案書等提出書は別記様式１により作成してください。 

ウ 施工計画に関する技術的所見を、別記様式２－１、様式２－２、様式２－３により必要な

項目について「技術提案書の作成における注意事項」に従い記載してください。 

エ 過去３年間（平成 30 年４月１日から公告日の前日）における国土交通省近畿地方整備局、

又は奈良県から受けた工事に対する表彰の有無、ならびに当該表彰を受けている場合は表彰

名、表彰者名及び表彰年月日を別記様式４に記載のうえ、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添付してください。 

対象となる表彰は、元請（共同企業体構成員として請け負った工事を含む。）として完成、

引渡が完了した国土交通省近畿地方整備局の工事に係る優良工事等施工者（工事請負業者）

表彰（局長、事務所長）、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、又

は奈良県の工事に係る優良工事等施工者（工事請負業者）表彰（県土マネジメント部長・土

木部長、土木事務所長等）となります。 

オ ISO9000 シリーズ、ISO14000 シリーズの認証取得状況を別記様式５に記載してください。 

カ 配置予定の技術者の資格・工事経験について別記様式６に記載してください。当該技術者 

について、国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体が発注した同種工事であって、過去

15 年間（平成 17 年４月１日から令和２年３月 31 日）に元請（共同企業体の構成員として請

負った工事を含む。）の監理技術者、又は主任技術者として、完成・引渡が完了した受注価格

が 2,500 万円以上の工事についての施工経験の有無、及び施工経験がある場合は当該工事の

概要を記載してください。 

当該施工経験がある場合は、その工事の概要等が的確に判断できる必要最低限の資料

（CORINS 竣工登録工事カルテ受領書（ない場合は、工事（事業）引渡書、契約書、施工計画

書（変更している場合は、最終のものに限る。）及び現場組織図（変更している場合は、最終

のものに限る。））の写し等）を添付してください。 

この様式は複数名分を提出することができますが、総合評価落札方式における落札者決定

基準のうち、配置予定技術者の実績の評価に当たっては、提出された配置予定技術者のうち

最も低い評価となる者の評価点とします。 

配置予定技術者の実績において加点され落札した後、工事期間中にやむを得ず配置技術者

を途中交代する場合は、同等以上の評価がなされる者を配置しなければなりません。 

キ 奈良市において過去 15年間（平成17年４月１日から令和２年３月 31日）に元請として 完

成、引渡が完了した国、奈良県又は奈良市の発注による工事（受注価格が 2,500 万円以上）



を別記様式７に記載のうえ提出してください。 

ク 国、奈良県又は奈良市との災害協定締結の有無を別記様式８に記載のうえ提出してくださ

い。 

（３）技術提案書の提出者に対する採否の通知 

技術提案書の採否の審査結果については、令和２年 10 月１日に郵送します。 

 

９ 技術提案の採否に対する理由の説明 

（１）技術提案書が採用されない旨の通知を受けた者は、その理由について次に従い、書面により

説明を求めることができます。 

ア 提出期限  令和２年 10 月８日まで（必着） 

イ 提出方法  一般書留又は簡易書留による郵送に限ります（持参不可）。閉庁日は受理でき

ないため市の休日を除いて配達日を指定してください。 

ウ 郵 送 先  〒630-8001 

奈良市法華寺町 264 番地１ 

           奈良市企業局事業部水道計画課 宛 

（２）（１）の説明を求められたときは、令和２年 10 月 12 日に、説明を求めた者に対し書面による

回答を郵送します。 

 

10 落札者の決定方法等 

（１）入札価格が予定価格の範囲内の価格であり、かつ、技術提案書等の内容が適正である者のう

ち、評価値の最も高い者を第１順位の落札候補者とします。なお同評価値のため落札候補者の

順位が同一となる場合は、電子くじにより順位を決定します。その後、事後審査を経て落札者

を決定します。 

（２）落札者となるべき者の入札価格が、低入札調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保

留し、その価格によっては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かどうかを

調査し、その結果によっては落札者とならない場合があります。 

（３）上記（２）に掲げる調査を行うにあたり、調査対象者は別途定める奈良市企業局建設工事低

入札価格調査制度試行要領に規定する書類を調査対象者になった旨の連絡があった日の翌日

(その日が市の休日にあたる場合は翌開庁日)の午後３時までに水道計画課に提出し、調査担当

者が行う聞取り調査に応じなければなりません。なお書類が提出されない場合及び聞取り調査

に応じず、又は協力しない場合は、失格となるほか入札参加停止となります。 

 

11 調査基準価格を下回る入札を行った者と契約する場合の取扱い 

（１）調査基準価格を下回る入札を行った者との契約に係る前金払いの割合は、請負代金額の 10分

の２以内となります。 

（２）調査基準価格を下回る価格で入札を行った者との契約に係る契約保証金の額及び契約解除の

場合の違約金を支払うべき額は、請負代金額の 10 分の３以上となります。また契約保証金を支

払われない場合及び契約保証を受けられない場合は、契約は締結できません。 



（３）調査基準価格を下回る入札を行った者で契約者となった者は、発注者が行う調査及び資料の

提出に応じなければなりません。 

 

12 技術者の配置 

落札者は８の（２）のカで定める別記様式６に記載した配置予定技術者（当該書面を複数人分

提出した場合においては、そのうちの１人）を当該工事の現場に配置するものとします。 

工事の施工にあたって、別記様式６に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、

退職等の特別な場合に限ります。 

 

13 別に配置を求める技術者 

（１）調査基準価格を下回る入札をもって契約する場合においては、入札公告第２の４で定める技

術者と同様の用件を満たす者を、12 で配置する者とは別に、専任で１名現場に配置するものと

します。 

（２）この技術者は、施工中は、12 で配置する技術者を補助し、入札公告第２の４で定める者と同

様の職務を行うものとします。 

（３）この技術者を求めることとなった場合は、その氏名その他必要な事項を 12 で配置する技術者

の通知と同様に工事主管課長に通知するものとします。 

 

14 その他 

（１）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ります。 

（２）現場説明会 

現場説明会はおこないません。 

（３）提出された技術提案書等について 

ア 提出された技術提案書等は、内容審査以外には使用しません。 

イ 提出された技術提案書等は返却しません。 

ウ 提出された技術提案書等の提出期間以降における再提出、部分的な差し替え及び追加は認

めません。なお、提出期間内であっても、部分的な差し替え及び追加は認めません。また、

提出期間内に再提出があった場合は、最後に提出されたもののみを審査の対象とします。 

エ 提出期間内に技術提案書等の提出がなく、辞退届の提出もない場合には、提出期間を経過 

したときをもって辞退したものとみなします。 

 



工 事 名：

工事場所：

総合評価落札方式における落札者決定基準は以下によるものとする。

評価（審査）基準

施工上留意すべき事項の適切性
ａ．品質の確認方法、管理方法が適切であり、信頼性の高い工夫かつその
　　具体的な根拠及び効果がみられる

3点/1提案

ｂ．品質の確認方法、管理方法が適切であり、工夫かつその具体的な根拠
　　及び効果がみられる

1.5点/1提案

ｃ．品質の確認方法、管理方法が適切であるが、上記ａ、bに該当しない 0

安全管理上留意すべき事項の適切性
ａ．現地条件等を踏まえ安全管理方法が適切であり、信頼性の高い工夫かつ
     その具体的な根拠及び効果がみられる

3点/1提案

ｂ．現地条件等を踏まえ安全管理方法が適切であり、工夫かつその具体的な
     根拠及び効果がみられる

1.5点/1提案

ｃ．安全管理方法が適切であるが、上記ａ、bに該当しない 0

施工上留意すべき事項の適切性
ａ．現地条件等を踏まえ施工方法が適切であり、信頼性の高い工夫かつその
　　具体的な根拠及び効果がみられる

3点/1提案

ｂ．現地条件等を踏まえ施工方法が適切であり、工夫かつその具体的な根拠
　　及び効果がみられる

1.5点/1提案

ｃ．施工方法が適切であるが、上記ａ、bに該当しない 0

ａ．下記の表彰がある（各表彰１件当たり0.5点とする）

　　○国土交通省近畿地方整備局の表彰

　　　・優良工事等施工者（工事請負業者）表彰（局長、事務所長）

（ 　　　・優良工事等施工者（技術開発）表彰

注 　　　・優良工事等施工者（安全対策）表彰

６ 　　　・優良工事等施工者（イメージアップ）表彰

） 　　　・公共構造物品質コンテストの表彰

　　○奈良県の表彰

　　　・優良工事等施工者（工事請負業者）表彰（県土マネジメント部長・
           土木部長、土木事務所長等）

※表彰がある場合は、その内容を様式４に記載するものとする

ｂ．上記ａに該当しない

ａ．本社、工場等、当該工事関係部署がＩＳＯ９０００シリーズかつ
      ＩＳＯ１４０００シリーズ認証を取得している

ｂ．本社、工場等、当該工事関係部署がＩＳＯ９０００シリーズ又は
      ＩＳＯ１４０００シリーズ認証を取得している

ｃ．上記ａ、ｂに該当しない

ａ．監理技術者又は主任技術者として国、又は奈良県が発注した同種工事の完
　　成・引渡が完了した

ｂ．監理技術者又は主任技術者として特殊法人等、公共法人、又は地方公共団
　　体（奈良県を除く）が発注した同種工事の完成・引渡が完了した

c．上記ａ、ｂに該当しない

ａ．国、奈良県、又は奈良市発注工事で、奈良市内の工事実績がある

ｂ．上記ａに該当しない

ａ．国、奈良県、又は奈良市と災害協定を締結していることが確認できる

ｂ．上記ａに該当しない

（注１） 施工計画に係る項目の記載内容が適正でない（未記載を含む）場合、又は技術提案に係る項目の１つでも欠落している場合は欠格とし、価格入札の参加を認めないものとする。

（注２） 過去３年間とは、平成３０年４月１日～公告日の前日とする。

過去１５年間とは、平成１７年４月１日～令和２年３月３１日とする。

（注３） 「同種工事」とは、大中口径管推進工法又はシールド工法による土木工事のことをいう。

監理技術者・主任技術者としての施工経験は、元請（JVの構成員として請け負った工事を含む）として完成・引渡が完了した工事に限るものとする。

（注４） 「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第二条及び同施行令第一条の規定による法人、又は前身の組織及び団体を含む（当該事実が奈良市企業局で確認できるものに限る）。

「公共法人」とは、法人税法第二条第五号に規定する別表第一に掲げる法人とする。

（注５） 公告日以前に３箇月以上雇用関係にある者を対象とする。

（注６） 技術提案書の提出書類について、工事名が適正でない場合、会社名が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合、提出を求める様式について一部でも漏れ落ちがある場合は欠格とし、

価格入札の参加を認めないものとする。

（評価項目に付き最大２提案までと
し、３提案以上記入があった場合は
当該項目の全ての提案を評価対象外
とする）

吉城川バイパス築造工事　　落札者決定基準 （別表-1）

吉城川バイパス築造工事
（土木）

（下水道施設）
奈良市法蓮町～川久保町

分類 評価（審査）項目 評価（審査）内容 配　　点

Ｍａｘ 1

施
　
工
　
計
　
画

品質管理
　（注1）

本工事は、狭隘道路下での急曲線施工（R=
40m,50m）を含む大中口径φ1500mmの推進工
となるため、推進精度確保に関する具体的な工夫を
提案・実施する。ただし、提案内容は大中口径(φ
1500mm)推進工における対策に限る。

左記得点
の合計点
Ｍａｘ6

小計
18点
満点

（評価項目に付き最大２提案までと
し、３提案以上記入があった場合は
当該項目の全ての提案を評価対象外
とする）

安全管理
　（注1）

本工事は住宅地内の工事であり、工事車両の経路で
ある市道北部第451号線の市道六条奈良阪線との
交差点から両発進立坑基地までの区間（別紙「技術
提案箇所図」参照）の歩行者及び一般通行車両に対
する安全対策についての具体的な工夫（交通誘導員
に関する提案を除く）を提案・実施する。ただし、
立坑築造時の提案を除く。

左記得点
の合計点
Ｍａｘ6

1

施工管理
　（注1）

発進立坑築造箇所は集合住宅等に近接し、また、推
進工作業ヤードとして集合住宅敷地内の一部を借地
し、防音ハウスを設置する計画であるが、集合住宅
に隣接することから、周辺環境に対する負荷（騒
音）を軽減するための具体的な工夫（発進立坑築造
時について１提案、推進工時について１提案）を提
案・実施する。

左記得点
の合計点
Ｍａｘ6（評価項目に付き最大２提案までと

し、３提案以上記入があった場合は
当該項目の全ての提案を評価対象外
とする）

技

術

提

案

書

企
　
業
　
の
　
施
　
工
　
能
　
力
　
等

企
業
の
施
工
能
力

表彰
過去３年間（本工事の発注年度を含む）における国土交通省近畿地方整備局、又は奈良県
の表彰
（注２）

0

小計
7点
満点

0

ＩＳＯ９０００シリーズ、ＩＳＯ１４０００シリーズ認証取得

2

1

0

配置予定技術者の実績

過去１５年間の元請（JVの構成員として請け負った工事を含む）として完成・引渡が完
了した最終請負金額（税込み）が2千5百万円以上の同種工事についての監理技術者・主
任技術者としての施工経験

（注２）（注３）（注４）（注５）

2

加算点合計 25点満点

0

地域精通度
過去１５年間の元請（JVの構成員として請け負った工事を含む）として完成・引渡が完
了した最終請負金額（税込み）が２千５百万円以上の地域内工事の実績
（注２）

1

0

地域貢献・社会貢献 災害協定の締結

1





技 術 提 案 書 等 提 出 書

発注者

奈良市公営企業管理者　池　田　　修

所在地

商号又は名称

代表者名

６　地域貢献・社会貢献（災害協定の締結） （様式８）

【様式１】

令和　　  年  　　月  　　日

吉城川バイパス築造工事

○提出部数　１部（ただし、施工計画に係る技術的所見（様式２－１、２－２、２－３）につ
いては、書面に加え電子データ（ＰＤＦファイル）１部をＣＤ－Ｒ等により添付すること。）

①品質管理（様式２－１）　②安全管理（様式２－２）　③施工管理（様式２－３）

印

５　地域精通度（地域内工事の実績） （様式７）

４　配置予定技術者の実績（同種工事の施工経験） （様式６）

　令和2年8月17日付けで公告がありました次の工事について、技術提案書等を提出します。
なお、提出資料の内容については事実と相違ない事を誓約します。

※各様式の記載内容を的確に判断できる資料が添付されていない場合は、加点の対象となりま
せん。

○提出資料名

１　施工計画に係る技術的所見

２　企業の施工能力（表彰） （様式４）

３　ＩＳＯ９０００シリーズ・ＩＳＯ１４０００シリーズ認証取得 （様式５）

○工事名

※提出を求める様式について、一部でも漏れ落ちがある場合は、書類の提出がないものとして
価格入札の参加を認めないことになりますので、十分確認のうえ提出してください。該当（実
績等）がない場合も、該当の有無欄に「無」と記入のうえ、提出してください。



工事名： 吉城川バイパス築造工事

（提案１）

・具体的な提案内容

【注意事項】

1.

2.

3.

4.

・具体的な根拠及び効果

【注意事項】

1.

2.

3.

・説明資料（写真、位置図、図表、カタログの写し等）

【注意事項】

1.

2.

3.

4.

【注意】

1.

2.

3.

4.

5.

【様式２－１】

　①品　質　管　理（品質管理に係る技術的所見）

会社名：

品質管理について提案
を求める事項

本工事は、狭隘道路下での急曲線施工（R=40m,50m）を含む大中口径φ
1500mmの推進工となるため、推進精度確保に関する具体的な工夫を提案・
実施する。ただし、提案内容は大中口径(φ1500mm)推進工における対策に
限る。（各提案ごとに記載して

ください。最大２提案ま
で記載できます。）

　品質管理に関する具体的な施工計画

この欄に記載された内容を「提案内容」として、評価の対象とします。

この欄には、「何のために何を実施するのか」、数量、規格、製品名、期間、場所、標記等を詳
細に記載してください。

1提案中には、提案を１つのみ記載することとし、明らかに一体的でない提案が含まれる場合
は、当該提案は評価対象外となります。また、箇条書きなど提案の羅列については、工夫相互の
関連性の説明が不十分で、一体的と見なすことができない場合がありますので注意してくださ
い。なお、この欄には冒頭に「表題（タイトル）」「概要」等は設けないものとします。

この欄に使用する文字の大きさは１０．５ポイント以上とし、これより小さい文字を使用した場
合は評価対象外となります。使用するポイント数が分からない場合や手書きの場合は、この注意
事項の文字の大きさ以上で記載してください。

この欄には、「具体的な提案内容」欄の提案の根拠、実施による効果を具体的に記載してくださ
い。

「具体的な提案内容」欄に記載すべき内容は、この欄に記載されても評価の対象となりません。

この欄に使用する文字の大きさは１０．５ポイント以上とします。

この欄には、「具体的な提案内容」欄、「具体的な根拠及び効果」欄の説明に使用する資料（写
真、位置図、図表、カタログの写し等）を添付してください。

「具体的な提案内容」欄に記載すべき内容は、この欄に記載されても評価の対象となりません。

この欄は、文字の大きさに制限はありません。資料はカラー可とします。

②本工事の施工条件（工種、工法、地形、地名等）に合致していない内容が含まれている場合

③入札参加者独自の提案であることが確認できない場合

提出の際、「注意書き」は全て削除しても構いません。

説明資料を使用しない場合、この欄は設けなくても構いません。

「具体的な提案内容」「具体的な根拠及び効果」「説明資料」欄は、別々に記載してください。欄の合体を行った場合
は、評価対象外とします。

本施工計画の枚数は、全ての提案で説明資料を含みA4版2枚（片面）以内としてください。なおA4版2枚以内での提案
の割り振り、枠の拡大については自由とします。

「状況に応じ…」「必要に応じ…」「…の場合は」のような曖昧な表現は、評価対象外とします。

次のような提案は、記載内容が適正でないとして価格入札の参加を認めません。

①施工計画の記載内容が適正でない（未記載を含む）場合、または提案を求めている事項が１つでも欠落している場合



工事名： 吉城川バイパス築造工事

（提案１）

・具体的な提案内容

【注意事項】

1.

2.

3.

4.

・具体的な根拠及び効果

【注意事項】

1.

2.

3.

・説明資料（写真、位置図、図表、カタログの写し等）

【注意事項】

1.

2.

3.

4.

【注意】

1.

2.

3.

4.

5.

　②安　全　管　理（安全管理に係る技術的所見）

会社名：

安全管理について提案
を求める事項

本工事は住宅地内の工事であり、工事車両の経路である市道北部第451号線の
市道六条奈良阪線との交差点から両発進立坑基地までの区間（別紙「技術提案
箇所図」参照）の歩行者及び一般通行車両に対する安全対策についての具体的
な工夫（交通誘導員に関する提案を除く）を提案・実施する。ただし、立坑築
造時の提案を除く。

（各提案ごとに記載してく
ださい。最大２提案まで記
載できます。）

【様式２－２】

②本工事の施工条件（工種、工法、地形、地名等）に合致していない内容が含まれている場合

③入札参加者独自の提案であることが確認できない場合

提出の際、「注意書き」は全て削除しても構いません。

説明資料を使用しない場合、この欄は設けなくても構いません。

「具体的な提案内容」「具体的な根拠及び効果」「説明資料」欄は、別々に記載してください。欄の合体を行った場合
は、評価対象外とします。

本施工計画の枚数は、全ての提案で説明資料を含みA4版2枚（片面）以内としてください。なおA4版2枚以内での提案
の割り振り、枠の拡大については自由とします。

「状況に応じ…」「必要に応じ…」「…の場合は」のような曖昧な表現は、評価対象外とします。

次のような提案は、記載内容が適正でないとして価格入札の参加を認めません。

①施工計画の記載内容が適正でない（未記載を含む）場合、または提案を求めている事項が１つでも欠落している場合

この欄には、「具体的な提案内容」欄の提案の根拠、実施による効果を具体的に記載してくださ
い。

「具体的な提案内容」欄に記載すべき内容は、この欄に記載されても評価の対象となりません。

この欄に使用する文字の大きさは１０．５ポイント以上とします。

この欄には、「具体的な提案内容」欄、「具体的な根拠及び効果」欄の説明に使用する資料（写
真、位置図、図表、カタログの写し等）を添付してください。

「具体的な提案内容」欄に記載すべき内容は、この欄に記載されても評価の対象となりません。

この欄は、文字の大きさに制限はありません。資料はカラー可とします。

　品質管理に関する具体的な施工計画

この欄に記載された内容を「提案内容」として、評価の対象とします。

この欄には、「何のために何を実施するのか」、数量、規格、製品名、期間、場所、標記等を詳
細に記載してください。

1提案中には、提案を１つのみ記載することとし、明らかに一体的でない提案が含まれる場合
は、当該提案は評価対象外となります。また、箇条書きなど提案の羅列については、工夫相互の
関連性の説明が不十分で、一体的と見なすことができない場合がありますので注意してくださ
い。なお、この欄には冒頭に「表題（タイトル）」「概要」等は設けないものとします。

この欄に使用する文字の大きさは１０．５ポイント以上とし、これより小さい文字を使用した場
合は評価対象外となります。使用するポイント数が分からない場合や手書きの場合は、この注意
事項の文字の大きさ以上で記載してください。



工事名： 吉城川バイパス築造工事

（提案１）

・具体的な提案内容

【注意事項】

1.

2.

3.

4.

・具体的な根拠及び効果

【注意事項】

1.

2.

3.

・説明資料（写真、位置図、図表、カタログの写し等）

【注意事項】

1.

2.

3.

4.

【注意】

1.

2.

3.

4.

5.

【様式２－３】

　③施　工　管　理（施工管理に係る技術的所見）

会社名：

施工管理について提案
を求める事項

発進立坑築造箇所は集合住宅等に近接し、また、推進工作業ヤードとして集合
住宅敷地内の一部を借地し、防音ハウスを設置する計画であるが、集合住宅に
隣接することから、周辺環境に対する負荷（騒音）を軽減するための具体的な
工夫（発進立坑築造時について１提案、推進工時について１提案）を提案・実
施する。

（各提案ごとに記載し
てください。）

　品質管理に関する具体的な施工計画

この欄に記載された内容を「提案内容」として、評価の対象とします。

この欄には、「何のために何を実施するのか」、数量、規格、製品名、期間、場所、標記等を詳
細に記載してください。

1提案中には、提案を１つのみ記載することとし、明らかに一体的でない提案が含まれる場合
は、当該提案は評価対象外となります。また、箇条書きなど提案の羅列については、工夫相互の
関連性の説明が不十分で、一体的と見なすことができない場合がありますので注意してくださ
い。なお、この欄には冒頭に「表題（タイトル）」「概要」等は設けないものとします。

この欄に使用する文字の大きさは１０．５ポイント以上とし、これより小さい文字を使用した場
合は評価対象外となります。使用するポイント数が分からない場合や手書きの場合は、この注意
事項の文字の大きさ以上で記載してください。

この欄には、「具体的な提案内容」欄の提案の根拠、実施による効果を具体的に記載してくださ
い。

「具体的な提案内容」欄に記載すべき内容は、この欄に記載されても評価の対象となりません。

この欄に使用する文字の大きさは１０．５ポイント以上とします。

この欄には、「具体的な提案内容」欄、「具体的な根拠及び効果」欄の説明に使用する資料（写
真、位置図、図表、カタログの写し等）を添付してください。

「具体的な提案内容」欄に記載すべき内容は、この欄に記載されても評価の対象となりません。

この欄は、文字の大きさに制限はありません。資料はカラー可とします。

②本工事の施工条件（工種、工法、地形、地名等）に合致していない内容が含まれている場合

③入札参加者独自の提案であることが確認できない場合

提出の際、「注意書き」は全て削除しても構いません。

説明資料を使用しない場合、この欄は設けなくても構いません。

「具体的な提案内容」「具体的な根拠及び効果」「説明資料」欄は、別々に記載してください。欄の合体を行った場合
は、評価対象外とします。

本施工計画の枚数は、全ての提案で説明資料を含みA4版2枚（片面）以内としてください。なおA4版2枚以内での提案
の割り振り、枠の拡大については自由とします。

「状況に応じ…」「必要に応じ…」「…の場合は」のような曖昧な表現は、評価対象外とします。

次のような提案は、記載内容が適正でないとして価格入札の参加を認めません。

①施工計画の記載内容が適正でない（未記載を含む）場合、または提案を求めている事項が１つでも欠落している場合



工事名： 吉城川バイパス築造工事

表
彰
２

　表彰名

　表彰者名 国土交通省近畿地方整備局○○○・奈良県○○○

　表彰年月日

企業の施工能力（表彰）

会社名：

　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）

国土交通省近畿地方整備局○○○・奈良県○○○

【注意】

１．表彰の内容が的確に判断できる資料（表彰状の写し等）を添付してください。

【様式４】

　表彰の有無

　表彰名

　評価の対象となるのは、過去３年間（平成３０年４月１日から公告日の前日）に受けた工事に
対する表彰に限ります。対象工事は、元請（共同企業体の構成員として請負った工事を含む）と
して完成・引渡が完了した国土交通省近畿地方整備局、又は奈良県の工事です。ただし、本工事
の公告日以降に受けた表彰は含みません。

　表彰者名

　表彰年月日

表
彰
１



工事名： 吉城川バイパス築造工事

　評価の対象となるのは、本工事の公告日時点において、本社、工場及び本市との契約先となる
支店・営業所等、当該工事関係部署すべてがＩＳＯ９０００シリーズ・ＩＳＯ１４０００シリー
ズ認証を取得している場合です。

【様式５】

会社名：

ＩＳＯ9000シリーズ・ＩＳＯ14000シリーズ認証取得

　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）認証取得の有無

【注意】

１．認証取得の内容が的確に判断できる資料（ＩＳＯ９０００シリーズ・ＩＳＯ１４０００
　　シリーズ認証の取得に関する登録証・付属書の写し、支店・営業所が認証対象部署である
　　ことが確認できる会社組織図等）を添付してください。

ＩＳＯ9000シリーズ　　　　　年　　　月　　　日

ＩＳＯ14000シリーズ　　　　　年　　　月　　　日

ＩＳＯ9000シリーズ　　　　　年　　　月　　　日

　登録有効期限

ＩＳＯ14000シリーズ　　　　　年　　　月　　　日

　登　録　日



工事名： 吉城川バイパス築造工事

　従事役職

　工事内容

　国土交通省○○・○○県・○○市町村

　従事期間 　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

【注意】
１．本様式に記載する配置予定技術者は、競争入札参加資格の確認において提出する配置予定技
　　術者と同じ者とし、変更することはできません。なお、配置予定技術者が特定できず、複数
　　名分提出する場合は、それぞれの配置予定技術者ごとに本様式を提出してください。ただ
　　し、評価にあたっては、最も低い評価となる者を採用します。
２．同種工事の実績が的確に判断できる必要最低限の資料（CORINS竣工登録カルテ受領書（な
　　い場合は、工事（事業）引渡書、契約書、施工計画書（変更している場合は、最終のものに
　　限る。）現場組織図（変更している場合は、最終のものに限る。））の写し等）を添付して
　　ください。
３．配置予定技術者は、工事期間中に営業所の専任技術者でないこと。
４．「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第二条及び同施
　　行令第一条の規定による法人、又は前身の組織及び団体（当該事実が奈良市企業局で確認で
　　きるものに限る。）とする。
５．「公共法人」とは、法人税法第二条第五項に規定する別表第一に掲げる法人とする。
６．配置予定技術者の実績において加点された後、工事期間中にやむを得ず配置技術者を途中
　　交代する場合は、同等以上の評価がなされるものを配置しなければならない。

【様式６】

　発注機関名

　工　期（最終）

配置予定技術者の実績（同種工事の施工経験）

会社名：

　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）

　工事名

　配置予定技術者の氏名

同
種
工
事
の
概
要

　同種工事施工経験の有無

　評価の対象となるのは、過去１５年間（平成１７年４月１日から令和２年３月３１日）に、元
請（共同企業体の構成員として請負った工事を含む）の主任（監理）技術者として完成・引渡が
完了した次の要件①②のいずれも満たす受注価格が２千５百万円以上の同種工事に従事した実績
を有する場合です。
　
要件：①入札説明書に明記した同種工事であること。
 　　  ②国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体の発注工事であること。

　○○○○○○工事

　監理技術者・主任技術者
　（いずれかを記入してください。）



工事名： 吉城川バイパス築造工事

■過去１５年間の地域内工事の実績

【様式７】

　奈良市○○町

　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）

　評価の対象となる地域内工事の実績は、奈良市内において、過去１５年間（平成１７年４月１
日から令和２年３月３１日）に元請（共同企業体の構成員として請負った工事を含む）として完
成・引渡が完了した受注価格が２千５百万円以上の、国、奈良県、又は奈良市の発注工事です。

地域精通度（地域内工事の実績）

【注意】

１．地域内工事の実績について、過去１５年間（平成１７年４月１日から令和２年３月３１日）
　　のうちなるべく直近の実績を１件記載し、当該実績の工事内容が的確に判断できる必要最
　　低限の資料（CORINS竣工登録カルテ受領書（ない場合は、工事（事業）引渡書、契約書、
　　施工計画書（変更している場合は、最終のものに限る。）現場組織図（変更している場合
　　は、最終ののものに限る。））の写し等）を添付してください。

　受注金額

　地域内工事実績の有無

　工事施工場所

会社名：

　発注機関名 　国土交通省○○○・奈良県○○○・奈良市

　○○地先

地
域
内
工
事
の
実
績

　工事名

　工　期（最終） 　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日



工事名： 吉城川バイパス築造工事

【注意】

１．災害協定の締結が的確に判断できる資料（協定書の写し等）を添付してください。入札参
　　加者の所属する団体組織が国、奈良県又は奈良市と災害協定を締結している場合は、当該
　　団体組織が発行する証明書（入札参加者が、本工事の公告日時点で当該団体組織に所属し
　　ている旨の証明書等）も併せて添付してください。

地域貢献・社会貢献（災害協定の締結）

会社名：

国土交通省○○○・奈良県○○○・奈良市

　災害協定名

　災害協定の相手方

　災害協定の締結の有無 　有　　・　　無　　（いずれかを記入してください。）

【様式８】

　評価の対象となるのは、本工事の公告日時点において、入札参加者が国、奈良県又は奈良市と
災害協定を締結していることが確認できる場合です。


