
富里市総合評価落札方式（特別簡易型）一般競争入札の実施に伴う落札者決定基準 

 

平成２１年３月３１日 制定 

 平成２１年７月３１日 改正 

 平成２２年６月３０日 改正 

                       平成２７年９月 １日 改正 

令和 ３年４月 １日 改正 

 

この落札者決定基準は、富里市総合評価落札方式一般競争入札実施要領（以下「実施

要領」という。）に基づき、特別簡易型による総合評価落札方式の一般競争入札を実施

するにあたり、標準的な基準案として作成したものであり、落札者決定基準は、学識経

験者の意見聴取を踏まえ、入札公告において個々に定めるものとする。 

 

１ 落札者の決定方法 

総合評価方式による落札者は、入札参加資格を有する者で、次に掲げる要件を満たす

者のうち、２の評価値の算出方法により算出された評価値の最も高い者（以下「最高評

価値者」という。）を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が２人以上ある場合

においては、当該者にくじを引かせ落札候補者を決定する。 

 (1) 入札価格が予定価格の範囲内にあること。 

 (2) 実施要領第６条第１項第１号に掲げる技術資料の提出を求めた場合、当該技術資

料を提出した者であること。 

 (3) 当該評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。 

 (4) 富里市低入札価格調査制度要領第１０条第１項の規定による落札者又は落札候

補者としないことの決定を受けていないこと。 

 (5) その他 入札公告等で定めた諸条件を満たしているものであること。 

 

２ 評価値の算出方法 

評価値の算出は除算方式とし、標準点１００点と技術的要素の評価による加算点の合

計による技術評価点を入札価格で除して数値に１００万を乗じて得た数値（小数点以下

第５位を四捨五入し小数点以下第４位まで算出）とする。 

 (1) 評価値の算式 

  評価値＝技術評価点÷入札価格×１,０００,０００ 

   ※小数点以下第５位を四捨五入し小数点以下第４位まで算出 

 (2) 技術評価点の算式 

  技術評価点＝標準点（１００点）＋加算点 

 (3) 加算点の算式 

加算点は評価点が最高であった１社に加算点として満点の２０点を付与する。 

最高１社以外の加算点＝加算点満点値２０点×評価点×最高１社の評価点 

   ※小数点以下第４位を四捨五入し小数点以下第３位まで算出 

 

 

 



  ●総合評価方式による技術評価点算出例（予定価格 50,000,000円） 

 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 

①評価点の合計 21 18 14 11 

②加算点 20.000 17.143 13.333 10.476 

③技術評価点 120.000 117.143 113.333  110.476 

④入札価格 49,000,000 48,000,000  47,000,000  45,200,000 

④評価値    2.449    2.440 2.411 2.444 

⑤落札者決定 １位落札 ３位 ４位 ２位 

   ①評価点 

    評価点は評価項目の合計点とする（25点が満点） 

    Ａ社：21点  Ｂ社：18点  Ｃ社：14点  Ｄ社：１１点 

   ②加算点の算出（加算点満点値 20点×評価点×最高１社の評価点） 

    加算点は最高 20点とし、評価点が合計であったＡ社に 20点を付与する。 

    Ａ社：20点 

    Ｂ社：20点×18点÷21点＝17.1428点 

    Ｃ社：20点×14点÷21点＝13.3333点 

    Ｄ社：20点×11点÷21点＝10.4761点 

   ③技術評価点の算出（標準点（100点）＋加算点） 

    Ａ社：100点＋20.000点＝120.000点 

    Ｂ社：100点＋17.143点＝117.143点 

    Ｃ社：100点＋13.333点＝113.333点 

    Ｄ社：100点＋10.476点＝110.476点 

   ④評価値の算出（技術評価点÷入札価格×1,000,000） 

    Ａ社：120.000点÷49,000,000円×1,000,000＝2.4489点 

    Ｂ社：117.143点÷48,000,000円×1,000,000＝2.4404点 

    Ｃ社：113.333点÷47,000,000円×1,000,000＝2.4113点 

    Ｄ社：110.476点÷45,200,000円×1,000,000＝2.4441点 

   ⑤落札者の決定 

    １位：Ａ社＝2.4489点（落札者） 

    ２位：Ｄ社＝2.4441点 

    ３位：Ｂ社＝2.4404点 

    ４位：Ｃ社＝2.4113点 



３ 価格以外の評価項目の内容及び評価基準の案 

 (1) 企業の施工能力 

評価項目 評価基準 評点 配点 

過去５年以内に完成し

た同種工事、同規模工

事の施工実績（注 1） 

同種かつ同規模以上の公共工事を元請とし

て施工した実績がある（注 2、3、4） 
４ 

４ 同種の公共工事を元請として施工した実績

がある 
２ 

実績なし ０ 

富里市発注工事におけ

る直近２年間の工事施

工成績の平均点（注 5） 

８０点以上 ３ 

３ 

７５点以上  ８０点未満 ２ 

７０点以上  ７５点未満 １ 

７０点未満 －２ 

成績なし ０ 

 (2) 配置予定技術者の能力 

評価項目 評価基準 評点 配点 

主任（監理）技術者の

保有する資格（注 6） 

１級土木施工管理技士または技術士の資格

を保有している（注 7） 
２ 

２ 

上記の資格を保有していない ０ 

主任（監理）技術者の

過去５年以内の同種工

事の施工実績（注 1） 

同種・同規模以上の公共工事を元請の主任

(監理)技術者として施工した実績がある（注

2、3） 

４ 

４ 
同種の公共工事を元請の主任(監理)技術者

として施工した実績がある 
２ 

実績なし ０ 

 (3) 企業の信頼性及び社会性 

評価項目 評価基準 評点 配点 

ISO9001または 

ISO14001 の認証取得

（注 8） 

ISO9001 及び ISO14001 の両方を認証取得し

ている 
２ 

２ ISO9001 又は ISO14001 のいずれかを認証取

得している 
１ 

認証取得なし ０ 

建設業労働災害防止協

会への加入 

加入している １ 
１ 

なし ０ 

工事事故又は不誠実な

行為（注 9） 

過去２年以内に富里市発注工事における工

事事故又は指名停止措置を受けている 
－４ 

０ 

なし ０ 

 

 

 



 (4) 地域精通度及び地域貢献度 

評価項目 評価基準 評点 配点 

建設業の許可における

主たる営業所の所在地

（注 10） 

富里市内に本店がある ２ 

２ 富里市内に支店がある １ 

なし ０ 

災害活動の実績（注 11） 

富里市内において過去１０年間に災害活動

等（地震、風水害、火災、雪害対策等を含む）

の実績がある。（注 1） 

３ 
３ 

なし ０ 

災害協定の締結（注 12） 

富里市と災害応急対策に関する協定を締結

している 
２ 

２ 

なし ０ 

社会福祉の実績 

・富里市在住の障がい者を雇用している 

（注 13） 

・富里市在住の高齢者を雇用している 

（注 14、15） 

・富里市在住の女性を雇用している 

（注 15） 

の３項目のうち、２項目に該当する場合（２

点）、それ以外（０点） 

２ 

２ 

０ 

配点合計     ２５点 

注１ 過去５（10）年間とは、当該発注工事の入札公告日の前年度から過去５（10）年 

と当該年度の入札公告日までを加えた期間とする。 

注２ 同種工事とは、建設業法で規定する業種と同一であること。 

注３ 同規模以上の工事とは、当該工事の予定価格（税抜）以上の請負金額（税抜）で 

契約した工事とする。 

注４ 公共工事とは、国（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１条に規定する機関を含む。）、都道府県（道路公社、まちづくり公社、土地 

開発公社、下水道公社、住宅供給公社等の公社）及び市区町村（一部事務組合等を 

含む）の発注工事とする。 

注５ 直近２年間とは、入札公告日の属する年度を除く過去２年（年度）間とする。 

注６ 配置予定技術者は、複数の技術者を申請することはできない。また、特別な理由 

によりやむを得ないものとして発注者が承認した場合のほかは、実際の工事の施工 

にあたっては、申請時の記入された技術者以外の配置は認めない。 

注７ 当該発注工事の業種により「1級土木施工管理技士」にかわり、「１級建設機械 

施工技士」「1級電気工事施工管理技士」「１級管工事施工管理技士」「1級造園 

施工管理技士」「1級建築士」「1級建築施工管理技士」を適宜設定する。 

注８ ISOの認証取得については、富里市と契約を締結する事務所（建設業の許可にお 

ける主たる営業所の所在地）における認証取得の有無によるものとし、（公財）日 

本適合性認定協会（JAB）または JABと相互認証している認定機関に認定されてい 



る審査登録機関が承認したものとする。 

注９ 過去２年以内とは、当該発注工事の公告日から遡って２年間をいい、指名停止措 

置については指名停止期間を対象とする。 

注１０ 入札参加資格要件を市内に本店を有するとした場合は、評価項目から削除するも 

のとする。 

注１１ 災害活動等の実績とは、富里市に災害等が発生して、富里市より緊急的に出動指 

示、対応指示を受け実施した活動をいう。なお、災害等に関連する本復旧工事は対 

象とならない。 

注１２ 協議会等の組織により災害応急対策に関する協定を締結している場合について 

は、当該協議会等に加入している個々の企業を協定締結者として取扱うものとする。 

  なお、協定の内容は問わない。 

注１３ 当該工事の公告日現在の障がい者の雇用を対象とする。 

注１４ 高齢者とは、当該工事の公告日現在６５歳以上の者をいう。 

注１５ 当該工事の公告日現在で３か月以上の直接的・恒常的な雇用関係にあることを必 

要とする。 

 

４ 評価項目に関し提出する技術資料 

入札参加者は、評価項目及び評価基準の評価が判断でき技術資料として、次に掲げる

書類を提出するものとする。ただし、区分で選択された評価項目に該当するものとする。 

 (1) 企業の施工能力に係る技術資料 

評価項目 
提出する技術資料 

別記様式 証明する添付書類 

同種工事の施工実績 第１号様式 

同種・同規模工事内容がわかる部分の内容を証明できる

ものとして、契約書の写し、工事完成認定書等の写し又は

コリンズの竣工時工事カルテの写し等を添付。 

過去の工事成績  富里市で管理しているデータを活用するため提出不要。 

 (2) 配置予定技術者の能力に係る技術資料 

評価項目 
提出する技術資料 

別記様式 証明する添付書類 

配置技術者の保有する

資格 
第２号様式 

当該資格を確認できる証明書等の写しを添付すること。 

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技

術者講習修了証の写しを添付。 

配置技術者の施工実績 第３号様式 
当該工事経験の内容を証明できるものとして、コリンズ

の竣工時工事カルテの写し等を添付。 

 (3) 企業の信頼性及び社会性に係る技術資料 

評価項目 
提出する技術資料 

別記様式 証明する添付書類 

ＩＳＯの認証取得 第４号様式 ＩＳＯ9001・ＩＳＯ14001の認証の写しを添付。 

労働災害防止の取組み 第５号様式 
建設業労働災害防止協会加入証明書（提出日以前３か月

以内に発行されたもの）の写しを添付。 

工事事故又は不誠実な

行為 
 富里市で管理しているデータを活用するため提出不要。 



(4) 地域精通度及び地域貢献度に係る技術資料 

評価項目 
提出する技術資料 

別記様式 証明する添付書類 

営業拠点の所在 第６号様式 

建設業の許可申請又は変更届等の控で、営業所の所在地

及び許可を得ている工種がわかる部分（受付印があるも

の）の写し等を添付。 

災害活動の実績 第７号様式 
災害等における仮復旧工事の契約書の写しの添付、ま

た、発注担当課におけるヒアリング。 

災害協定の締結 第８号様式 

当該協定書の写しを添付。なお、協議会等の組織により

富里市と協定を締結している場合については、当該協議会

等に加入し、協定に加わっていることを証明できる名簿等

も添付。 

社会福祉の実績 第９号様式 雇用の形態が具体的に確認できるものの写しを添付。 

※ 技術資料の提出がない場合又は提出された技術資料で評価基準の判断ができない

ときは、評点を「０」とする。 

※ 提出する技術資料が入札参加資格要件となっているものについては、当該技術資料

が提出されない場合、入札参加資格を失うものとする。 


