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毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの
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◎　公　告	 　所管課（室）名
　・一般競争入札の実施  住 宅 課

　　　一般競争入札の実施（公告）
　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。以下「ＰＦＩ法」
という。）第８条第１項の規定に準じて民間事業者の選定にかかる一般競争入札を行うので、地方自治法施行令
（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定により次のとおり公告する。
　なお、一般競争入札の手続については、長崎県財務規則（昭和39年長崎県規則第23号。以下「財務規則」とい
う。）の他、高田南宅地整備事業一般競争入札実施要綱（31住第219号。以下「一般競争入札要綱」という。）、高
田南宅地整備事業総合評価落札方式（標準型）試行要領（31住第219号。以下「標準型試行要領」という。）、高
田南宅地整備事業施工体制確認型総合評価落札方式試行要領（31住第219号。以下「施工体制確認型試行要領」
という。）及び高田南宅地整備事業低入札価格調査制度要綱（31住第219号。以下「低入札要綱」という。）に定
める方法に基づき行うものとする。
　　令和元年９月13日

長崎県知事　中村　法道　
１　競争入札に付する事項
⑴　事業番号　　31債長振長単第11号
⑵　事 業 名　　高田南宅地整備事業（以下「本事業」という。）
⑶　事業場所　　長崎県西彼杵郡長与町高田郷
⑷　公共施設等の管理者の名称　　長崎県知事　中村法道
　　　　　　　　　　　　　　　　（長崎都市計画事業　高田南土地区画整理事業の受託施行者）
⑸　事業期間　　令和７年３月31日限り
⑹　事業概要
本事業は、事業対象地の道路及び宅地等の設計・建設を業務の範囲とする。更に、附帯事業として保留地
の取得を行う者（以下「保留地取得企業」という。）は、保留地取得業務（106街区保留地の取得と処分・活
用）を行うものとする。
長崎県（以下「県」という。）、長与町（以下「町」という。）とＰＦＩ法に準じて本事業を実施する民間
事業者（以下「企業グループ」という。）の役割分担の詳細及び各項目の具体的な内容については別に定め
る「高田南宅地整備事業要求水準書」（以下「要求水準書」という。）に示すとおりである。
①　施設整備業務
　ア　設計業務
　　・本施設の実施設計
　　　道路詳細設計Ｌ＝4.8km、整地設計Ａ＝18ha、宅地詳細設計Ａ＝9.5ha
　イ　建設業務
　　・本施設の建設
　　　切土工Ｖ＝632,500㎥、盛土工Ｖ＝545,400㎥、捨土工Ｖ＝128,200㎥、
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　　　道路築造工Ｌ＝6,156ｍ、道路擁壁工Ｌ＝677ｍ、　宅地擁壁工Ｌ＝11,317ｍ
②　保留地取得業務（附帯事業）
　ア　保留地の取得業務
　　・保留地（106街区）の取得　Ａ＝23,070㎡
　イ　保留地の処分・活用
　　・取得した保留地の売却・土地活用

　⑺　契約の形態
県及び町は、落札者の決定後速やかに、落札者が属する企業グループと高田南宅地整備事業基本協定（以

下「基本協定」という。）を締結する。
県は、基本協定に基づき、当該企業グループに属する、設計業務を担当する者（以下「設計企業」という。）
及び建設業務を担当する者（以下「建設企業」という。）で構成された共同企業体（以下「施設整備業務共
同企業体」という。）と、本事業の設計委託及び建設工事請負に係る高田南宅地整備事業施設整備契約（以
下「施設整備契約」という。）を締結する。
町は、基本協定に基づき、当該企業グループに属する、保留地取得企業と高田南宅地整備事業保留地売買
契約（以下「保留地売買契約」という。）を締結する（以下、基本協定、施設整備契約、保留地売買契約の
３つの契約を「特定事業契約」という。）。

　⑻　事業方式
本事業は、ＰＦＩ法に準じて実施するものとし、県及び町と企業グループが特定事業契約を締結し、設計
企業及び建設企業が本事業の設計・建設を一括して行うＤＢ（Design　Build）方式により実施するとともに、
保留地取得企業が保留地の取得と処分・活用を行う。

　⑼　支払条件
施設整備業務及び保留地取得業務（附帯事業）の支払条件は、以下のとおりである。詳細は、施設整備契
約書（案）及び保留地売買契約書（案）を参照すること。
①　施設整備業務：前金払、中間前金払又は部分払　有
②　保留地取得業務（附帯事業）：契約保証金　有
⑽　本事業は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、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（標準型）及び（施工体制確認型）を適用した事業である。
⑾　本事業の建設業務は、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業務である。
⑿　本事業の施設整備業務は、落札決定後に県と施設整備業務共同企業体が施設整備契約に係る仮契約を締結
し、長崎県議会の議決後、県がその旨を通知したときに施設整備契約の本契約となる。また、保留地取得業
務は、落札者決定後に町と保留地取得企業が保留地売買契約を締結する。
⒀　本事業の建設業務は、発注者が新たな積算方式として「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う業務で
ある。
⒁　本事業の建設業務は、国土交通省が提唱する i-Constructionに基づき、ＩＣＴの全面的活用を図るため、
起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類につい
て３次元データを活用する発注者指定型ＩＣＴ活用工事の対象とした業務である。ただし、契約後、受注者
による現地調査等の結果、受注者の責によらず、真にやむを得ない理由によりＩＣＴを活用することが出来
ないと判断される場合は、発注者と協議し、協議が整った場合にＩＣＴの活用を取りやめることが出来る。
⒂　本事業の建設業務は、情報共有システムの利用指定業務である。
⒃　本事業の建設業務は、快適トイレ導入試行を対象とした業務であり、施工現場付近に特記仕様書に記載の
仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする（設置に要する費用については、当初は計上していな
い。）。
⒄　本事業の建設業務は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行業務である。
２　競争入札に参加する者に必要な資格
　⑴　共通事項
①　特定建設工事共同企業体及び特定建設関連業務委託共同企業体で構成された施設整備業務共同企業体と
し、入札手続を代表して行う構成員（以下「代表構成員」という。）を定めた者であること。
②　代表構成員は、施設整備業務共同企業体の建設業務の代表構成員とすること。
③　代表構成員及びその他構成員を明らかにし、いずれの業務を実施するかを明らかにすること。
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④　他の企業グループの代表構成員、その他構成員及び保留地取得企業でないこと。
⑤　一般競争入札要綱第３条第１項に規定する要件を、公告に定める競争参加資格確認申請書（以下「資格
確認申請書」という。）の提出期限の日から落札決定の日までの間において全て満たし、さらに一般競争
入札要綱第12条第２項の規定に基づき、当該競争参加資格を有する旨の通知を受けた施設整備業務共同企
業体であること。ただし、配置技術者に関する条件中の技術者の専任については、本契約締結日からとする。
⑥　一般競争入札要綱第９条第１項に規定する資格確認申請書を適切に提出した者であること。
⑦　標準型試行要領５⑴に規定する技術資料（以下「技術資料」という。）を適切に提出した者であること。
⑧　本事業に係るアドバイザリー業務を委託した八千代エンジニヤリング株式会社（同委託事業の協力事務
所としてアンダーソン・毛利・友常法律事務所）及び同各社と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
⑨　前項（①～⑧）で定める要件を満たす者を構成員とし、かつ次に掲げる要件をすべて満たす共同企業体
であること。
ア　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に規定する中小企業等協同組合又は経常建設
共同企業体（中小又は中堅の建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工
力を強化する目的で結成された共同企業体をいう。）でないこと。
イ　各構成員が、同一公告における他の共同企業体の構成員でないこと。
ウ　自主的に結成された共同企業体であること。
エ　各々の共同企業体の代表構成員は、その他の構成員の出資比率を上回る者であること。
オ　次に定める期間存続できる共同企業体であること。
ａ　請負契約の相手方となった場合は、本事業の請負契約の履行後３か月以上
ｂ　請負契約の相手方とならなかった場合は、請負契約締結の日まで

　⑵　施設整備業務
　　①　建設業務を実施する者
　　　　建設業務を実施する者は、次のすべての要件を満たす者とする。

ア　資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の日までの期間において、工事成績65点未満を受けた者
の入札参加規制に関する取り扱いについて（平成20年２月26日19建企第587号）に基づき、工事成績65
点未満により入札参加規制期間中でないこと。
イ　資格確認申請書の提出期限の日から落札決定の日までの期間において、下請代金等の未払いを行った
者の入札参加規制（平成21年10月29日21監第179号21建企第468号）に基づき、下請代金等の未払いによ
り入札参加規制期間中でないこと。
ウ　令和元年度の長崎県建設工事の入札参加資格を有しない者で入札参加を希望する者は、入札参加資格
の審査申請を令和元年10月24日（木曜日）までに行うとともに、３の競争参加資格の確認を受けること。
【一般競争参加資格審査申請書（建設工事）の提出場所】
　長崎県土木部監理課建設業指導班
　〒850-8570　長崎県長崎市尾上町３番１号
　電話：（代表）095-824-1111（内線3015）

　（建設業務）

共同企業体の構成員数 ３者（甲型）

出　資　比　率 最小限度２５％

資　格　要　件 代　表　構　成　員 建設構成員１ 建設構成員２

建設業の許可に関する
条件

　建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条の規定に基づく、土木工事業に
係る特定建設業の許可を有すること。

総合評定値に関する条
件

　経営事項審査の土木一式工事
の総合評定値が、1,100点以上で
あること。

　経営事項審査の土木一式工事
の総合評定値が、900点以上で
あること。

　経営事項審査の土木一式工事
の総合評定値が、810点以上で
あること。

同種工事の施工実績に
関する条件 　条件なし

配置技術者に関する条
件

　次に掲げる条件をすべて満たす技術者を専任で配置できること。
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（注１）　「総合評定値」とは、法第27条の29の規定に基づく総合評定値通知書における総合評定値とする。
（注２）　「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことをいい、法第７条

第１号に規定する経営業務の管理責任者又は同条第２号に規定する営業所の専任技術者についても他の
工事現場との兼任は認められておらず、当該工事の配置技術者とはなり得ないことに留意すること。

（注３）　「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは、「建設工事に係る配置予定技術者の雇用関係の確認について」
に規定するものをいう。

（注４）　「甲型」とは、１つの工事について、あらかじめ定めた出資比率に応じて、資金、人員、機械等を拠
出して、各構成員が共同施工する方式をいう。

　　②　設計業務を実施する者
　　　　設計業務を実施する者は、次のすべての要件を満たす者とする。

ア　令和元年度の長崎県建設コンサルタント等の入札参加資格を有しない者で入札参加を希望する者は、
入札参加資格の審査申請を令和元年10月24日（木曜日）までに行うとともに、３の競争参加資格の確認
を受けること。
【一般競争参加資格審査申請書（建設コンサルタント等）の提出場所】
　長崎県土木部監理課建設業指導班
　〒850-8570　長崎県長崎市尾上町３番１号
　電話：（代表）095-824-1111（内線3015）

　（設計業務）

種　類 監理技術者 主任技術者 主任技術者

国家資格等

　以下のいずれかの国家資格等並びに土木工事業に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、法第
26条第４項に規定する講習を修了した日から５年を経過していない者
①　法による１級土木施工管理技士
②　法による１級建設機械施工技士
③　技術士法（昭和58年法律第25号）による技術士（建設部門、農業部門（選択科目「農業土木」）、
森林部門（選択科目「森林土木」）、水産部門（選択科目「水産土木」）、総合技術監理部門（選
択科目「建設部門」、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」）のいずれか）
④　「法第15条第２号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」
（平成元年建設省告示第128号）の第１号及び第５号の規定により、国土交通大臣が法第15条第
２号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めた者。ただし、特別認定業種が、「土木工
事業」に係る者とする。

工 事 経 験 　条件なし

そ　の　他

①　当該入札参加者（建設企業）と直接的かつ恒常的な雇用関係（競争参加資格確認申請書等の
提出期限日を含め連続して３か月以上）にある者。ただし、倒産を事由に退職した者（倒産の
事実が発生して以降３か月以内に退職した者）を退職日から３か月以内に直接的に雇用し、雇
用期間確認免除申立書の提出がなされたときは、連続して３か月以上の恒常的な雇用関係は免
除する。
②　配置技術者は専任とすること（「建設工事の専任の主任技術者の取扱いについて（通知）」（平
成28年12月15日28監第163号）の記「主任技術者の兼務に係る取扱い」は適用除外）。
③　競争参加資格確認申請書の提出期限日から起算して過去３か月間に、長崎県が発注する工事
において、真にやむを得ない理由により技術者の途中交代をした者（途中交代の技術者が同等
以上であった場合を除く。）でないこと。
④　競争参加資格確認申請書の提出期限日から起算して過去３か月間に、長崎県内で発注された
公共工事（長崎県発注工事を除く。）において、真にやむを得ない理由により技術者の途中交代
をした者（途中交代の技術者が同等以上であった場合を除く。）でないこと。

法に基づく経営事項審
査等

　令和元年度長崎県建設工事入札参加者格付要綱に基づく入札参加資格者名簿（格付表）に登載
され、申請書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、法第27条の23の規定に基づく
経営事項審査の有効期間が満了する者でないこと。

共同企業体の構成員数 ２者又は３者（甲型）

出 資 比 率 最小限度２５％
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（注１）　同等の能力と経験を有する技術者とは、主任技師相当以上とし、学校教育法（昭和22年法律第26号）
による大学卒業後18年以上、短期大学又は高等専門学校卒業後23年以上、高等学校卒業後28年以上の経
験年数（建設コンサルタント登録の業種「都市計画及び地方計画」の経験を含む。）を有する技術者を

　　　いう。
（注２）　最終学歴は、文部科学省の学校教育法に基づくものとする。

旧大学は大学、旧専門学校は短大、旧中等学校（実業高校を含む。）は高等学校と同等とする。
２年制の理工系専修学校は短大、１年制の場合は高等学校と同等とする。
大学・短大又は高等学校等の夜間部卒業者で、その在学中の実務期間を実務経験年数に加えたい場合
は、その１つ前の学歴が最終学歴となるものとする。夜間部卒業を最終学歴とした場合は、その在学中
の実務期間は実務経験年数とはみなさないものとする。

　⑶　保留地取得業務
　　①　保留地取得業務を実施する者

　保留地取得業務を実施する者（複数の場合は、その中の代表する者）は、次のすべての要件を満たす者
とする。

　　（保留地取得業務）

競争参加資格要件

ア　宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第３条の宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物
取引業を営んでいること。
イ　平成16年度から公告日までの期間に、同一開発において10戸以上の戸建住宅用地の売却取引の
実績があること。ここでいう売買取引とは、自ら売り主となって行う宅地の売却又は売買の代理・
媒介取引をいう。
ウ　国、本社所在地の県及び市町村に収めるべき税金等を滞納している者でないこと。

資 格 要 件 代表構成員 設計構成員１ 設計構成員２

競争参加資格要件

　建設コンサルタント登録規程
（昭和52年建設省告示717号）によ
り、建設コンサルタント「道路」
及び「都市計画及び地方計画」部
門の登録を受けていること。

　建設コンサルタント登録規程に
より、建設コンサルタント「道路」
部門の登録を受けていること。

　構成員数が３者の場合
は、設計構成員１と同様と
する。

同種業務の施工
実績に関する条件 　条件なし 　条件なし

配
置
技
術
者
に
関
す
る
条
件

　次の条件をすべて満たす各々の
技術者を配置できること。

　次の条件をすべて満たす技術者
を１人以上配置できること。

種　　　類 　管理技術者及び照査技術者 　分担業務の担当技術者

国家資格等

　以下のいずれかを有する者
①　技術士法による技術士
・建設部門（選択科目「都市計
画及び地方計画」）

・総合技術監理部門「建設」
②　建設コンサルタント登録規程
で認定された技術管理者
・登録部門「都市計画及び地方
計画」

③　上記①及び②と同等の能力と
経験を有する技術者
④　シビルコンサルティングマネー
ジャ（ＲＣＣＭ）の資格保有者
・専門技術部門「都市計画及び
地方計画」

　以下のいずれかを有する者
①　技術士法による技術士
・建設部門（選択科目「道路」）
・総合技術監理部門「建設」
②　建設コンサルタント登録規程
で認定された技術管理者
・登録部門「道路」
③　上記①及び②と同等の能力と
経験を有する技術者
④　シビルコンサルティングマネー
ジャ（ＲＣＣＭ）の資格保有者
・専門技術部門「道路」

業 務 経 験 　条件なし 　条件なし
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　⑷　共同企業体の結成
施設整備業務を行う設計企業及び建設企業は、「分担施工方式（共同施工（設計）方式併用）」による特定
建設工事共同企業体並びに特定建設関連業務委託共同企業体を結成し、その双方を含めた施設整備業務共同
企業体を結成することとし、次の要件を満たしていること。

＜ＪＶ形態の体制図（略図）＞

共同企業体（以下「ＪＶ」という。）

（注）　「乙型」とは、１つの工事について、複数の工区や業務に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区
や業務で責任をもって施工する方式をいう。

①　施設整備業務ＪＶ（分担施工方式）部分の代表構成員は、建設業務ＪＶ（共同施工方式）における代表
構成員とする。
②　共同施工方式における建設業務ＪＶの構成員数は３者、共同設計方式における設計業務ＪＶの構成員数
は２又は３者とする。
③　経常建設共同企業体及び協同組合が参加する場合は、その構成員が単体として参加していないこと。

３　競争参加資格の確認
⑴　入札参加を希望する施設整備業務共同企業体（以下「入札参加希望者」という。）は、競争参加資格確認
申請書のほか技術資料等（以下「資格確認申請書等」及び「技術資料等」という。）を提出し、競争参加資
格の確認を受けなければならない。
⑵　資格確認申請書等として次の書類を提出し、内容が適切なものであること。
①　競争参加資格確認申請書（様式第１号）
②　確約書（様式第１－１号）
③　別添「高田南宅地整備事業施設整備契約書（案）の別紙２から別紙４まで」の施設整備業務共同企業体
協定書、特定建設工事共同企業体協定書、特定建設関連業務委託共同企業体協定書の写し
④　公告記載の工事の業種に対応する法上の許可通知書の写し又は許可証明書の写し（申請時において有効
なもので建設業務ＪＶの構成員ごとに必要）
⑤　直近の総合評定値通知書の写し（建設業務ＪＶの構成員で令和元年度の長崎県建設工事の入札参加資格
を有しない者で入札参加を希望する者に限る。）
⑥　公告記載の業務の業種に対応する建設コンサルタント登録規程に基づく登録証明の写し（登録部門と有
効期限が確認できるもの）
⑦　配置予定技術者等の資格表（建設業務）（様式第２号）
⑧　配置予定技術者調書（管理技術者、照査技術者）（様式第３号）
⑨　配置予定技術者調書（技術者）（様式第４号）

施設整備業務ＪＶ
（分担施工方式（乙型））

建設業務ＪＶ
（共同施工方式（甲型））

建設企業（代表構成員）

建設企業（建設構成員１）

建設企業（建設構成員２）

※２者ＪＶ又は
　３者ＪＶ

設計業務ＪＶ
　 （共同設計方式（甲型）） ※

設計企業（代表構成員）

設計企業（設計構成員１）

設計企業（設計構成員２） ※



― 7 ―

令和元年９月13日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外

⑩　宅地建物取引業法第３条の宅地建物取引業者免許証の写し
⑪　戸建住宅用地の売却取引の実績表（保留地取得業務）（様式第５号）及びその添付書類
⑫　２⑶①ウの税金等を滞納している者でないことを証明する書類
⑶　技術資料等として、４総合評価に関する事項⑷技術資料提出書類（⑨保留地取得費提案書（技術資料様式
８号）、⑩保留地活用計画提案書（技術資料様式９号）を除く。）を提出し、不足がないこと。

４　総合評価に関する事項
　⑴　評価項目及び配点

①　技術提案

番号 評価項目 配点 作成様式

ア 技術提案①　施工上配慮すべき事項（建設業務） 10 技術資料様式２－１号：技術提案①

イ 技術提案②　施工上配慮すべき事項（建設業務） 10 技術資料様式２－２号：技術提案②

②　配置予定技術者の能力

番号 評価項目 配点 作成様式

② 配置予定技術者の施工実績（建設業務） 4 技術資料様式３－１号：配置予定技術者の能力
（建設業務）

③　建設企業の施工能力

番号 評価項目 配点 作成様式

③ 建設企業の施工実績（建設業務） 4 技術資料様式４－１号：建設企業の施工能力

④　配置予定管理技術者の能力

番号 評価項目 配点 作成様式

④ 配置予定管理技術者の業務実績（設計業務） 1 技術資料様式３－２号：配置予定技術者の能力
（設計業務）

⑤　設計企業の施工能力

番号 評価項目 配点 作成様式

⑤ 設計企業の業務実績（設計業務） 1 技術資料様式４－２号：設計企業の施工能力

⑥　保留地取得価格提案

番号 評価項目 配点 作成様式

⑥ 保留地取得総額（保留地取得業務）価格点 10 技術資料様式８号：保留地取得費提案書

加算点合計 40

　⑵　評価の基準（評価項目、評価内容、評価基準及び配点）は、以下のとおりとする。
　　①　技術提案（加算点計　20点）
　　　ア　技術提案①（加算点計　10点）

評価項目 評価内容 評価基準 配点

施工上配慮すべき事項
（建設業務）

工事に伴う周辺地域への騒音・振動
などの環境対策
（静的破砕剤に関する提案を除く）
（別図１参照）

１．２５点×８提案（良とした提案数） 10.0　

１．２５点×７提案（良とした提案数） 　8.75

１．２５点×６提案（良とした提案数） 　7.5　

１．２５点×５提案（良とした提案数） 　6.25

１．２５点×４提案（良とした提案数） 　5.0　

１．２５点×３提案（良とした提案数） 　3.75

１．２５点×２提案（良とした提案数） 　2.5　

１．２５点×１提案（良とした提案数） 　1.25

良とした提案なし 　0　　
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評価項目 評価内容 評価基準 配点

施工上配慮すべき事項
（建設業務）

工事施工期間中における降雨による
浦上水源池への濁水対策
（別図１参照）

１．２５点×８提案（良とした提案数） 10.0　

１．２５点×７提案（良とした提案数） 　8.75

１．２５点×６提案（良とした提案数） 　7.5　

１．２５点×５提案（良とした提案数） 　6.25

１．２５点×４提案（良とした提案数） 　5.0　

１．２５点×３提案（良とした提案数） 　3.75

１．２５点×２提案（良とした提案数） 　2.5　

１．２５点×１提案（良とした提案数） 　1.25

良とした提案なし 　0　　

　○評価内容に対する着目点
　　　着目点１　工事施工範囲内での濁水対策
　　　着目点２　工事施工範囲外での濁水対策
　　　　※　得点は、提案内容により1.25点（良）、０点（普通）、×（不採用）とする。
　　②　配置予定技術者の能力（加算点計　４点）

　配置予定技術者を２名申請した者の評価点数は、各評価項目の評価点数の総計の低い方の技術者の評価
点数とする。

評価項目 評価内容 評価基準 配点

配置予定技術者の施工
実績
（建設業務）

○　公告日の属する年度の直前15か年度（平成16年度）から
公告日までに完成した公共工事で、同種工事の条件・類似
工事の条件に該当するものとする。
同種工事の条件
　同一工事において、切土量12万㎥以上の施工実績
類似工事の条件
　同一工事において、切土量６万㎥以上の施工実績
○　元請の主任（監理）技術者または現場代理人として従事
したものとする。ただし、現場代理人は対象となる施工実
績の工期の始期日以前に１級土木施工管理技士、２級土木
施工管理技士（種別「土木」）、１級建設機械施工技士、２
級建設機械施工技士、技術士（建設部門、農業部門（選択
科目「農業土木」）、森林部門（選択科目「森林土木」）、水
産部門（選択科目「水産土木」）、総合技術監理部門（選択
科目「建設部門」、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」
のいずれかの科目））のいずれかの資格を取得した者とする。
○　施工実績の対象となる工事の受注形態が共同企業体の場
合、代表構成員の主任（監理）技術者または現場代理人と
して施工した実績とする。
○　当該申請における代表構成員の配置予定技術者の施工実
績とする。
○　施工実績の対象となる工事の従事期間が１/２よりも長
いものについてのみ評価の対象とする。

同種工事 4.0

類似工事 2.0

実績なし 0　

（注）　「公共工事」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（平成12年法律第127号）第
２条第２項に規定する国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事及び契約の相手方が公団又は
公社である建設工事をいう。

　　　また、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施行令（平成13年政令第

　○評価内容に対する着目点
　　　着目点１　掘削時における周辺住民への騒音対策
　　　着目点２　周辺住民への振動対策
　　　　※　得点は、提案内容により1.25点（良）、０点（普通）、×（不採用）とする。
　　　イ　技術提案②（加算点計　10点）
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評価項目 評価内容 評価基準 配点

建設企業の施工実績
（建設業務）

○　公告日の属する年度の直前15か年度（平成16年度）から
公告日までに完成した公共工事で、同種工事の条件・類似
工事の条件に該当するものとする。
同種工事の条件
　同一工事において、切土量12万㎥以上の施工実績
類似工事の条件
　同一工事において、切土量６万㎥以上の施工実績
○　施工実績の対象となる工事の受注形態が共同企業体の場
合、代表構成員及び出資比率が20％以上のその他構成員の
施工実績とする。
○　当該申請における代表構成員の施工実績とする。　

同種工事 4.0

類似工事 2.0

なし 0　

（注）　「公共工事」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２条第２項に規定する国、
特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事及び契約の相手方が公団又は公社である建設工事をいう。

　　　また、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施行令第１条に規定する
ものをいう。

　　④　配置予定管理技術者の能力（加算点計　１点）

評価項目 評価内容 評価基準 配点

配置予定管理技術者の
業務実績
（設計業務）

○　公告日の属する年度の直前15か年度（平成16年度）から
公告日までに完成した設計業務で、同種業務の条件・類似
業務の条件に該当するものとする。
同種業務の条件
公共団体施行等の土地区画整理事業における基本設計又
は実施設計で対象面積が９ha以上の業務実績
類似業務の条件
公共団体施行等の土地区画整理事業における基本設計又
は実施設計で対象面積が４ha以上の業務実績

○　元請の管理技術者又は照査技術者として従事したものと
する。
○　実績の対象となる業務の受注形態が共同企業体の場合、
代表構成員の管理技術者又は照査技術者として完了した実
績とする。
○　当該申請における代表構成員の配置予定技術者の実績と
する。

同種業務 1.0

類似業務 0.5

実績なし 0　

（注）　「公共団体施行等」とは、土地区画整理事業の施行者となる国土交通大臣、都道府県又は市町村、独立
行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び土地区画整理組合とする。

　　⑤　設計企業の施工能力（加算点計　１点）

34号）第１条に規定するものをいう。
　　③　建設企業の施工能力（加算点計　４点）

評価項目 評価内容 評価基準 配点

設計企業の業務実績
（設計業務）

○　公告日の属する年度の直前15か年度（平成16年度）から
公告日までに完成した設計業務で、同種業務の条件・類似
業務の条件に該当するものとする。
同種業務の条件
公共団体施行等の土地区画整理事業における基本設計又
は実施設計で対象面積が９ha以上の業務実績
類似業務の条件
公共団体施行等の土地区画整理事業における基本設計又
は実施設計で対象面積が４ha以上の業務実績

○　実績の対象となる業務の受注形態が共同企業体の場合、
代表構成員及び出資比率が20％以上のその他構成員の実績
とする。
○　当該申請における代表構成員の実績とする。

同種業務 1.0

類似業務 0.5

なし 0　
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（注）　「公共団体施行等」とは、土地区画整理事業の施行者となる国土交通大臣、都道府県又は市町村、独立
行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び土地区画整理組合とする。

　　⑥　保留地取得価格提案（加算点計　10点）

評価項目 評価内容 評価基準 配点

保留地取得総額
（保留地取得業務）

○　保留地取得価格提案（提案
価格）については、価格点と
順位点の合計点をもって評価
する。

①価格点と②順位点の合計点
①　価格点＝提案価格／最高価格×配点（５点）
提案価格とは、当該入札参加希望者が提案し
た価格とする。
最高価格とは、全ての入札参加希望者内にお
ける提案価格の最高価格とする。
②　順位点＝１／順位×配点（５点）
順位とは、全ての入札参加希望者内における
当該入札参加希望者の金額の高い方からの順位
とする。
※提案価格の評価は、総額から百万円未満を切
り捨てて評価する（百万円単位で評価する）。

評価基準に
基づき算定
した点
（最大10点）

　⑶　最低価格（保留地取得業務）
保留地取得業務に係る最低価格は、別に定める要求水準書の第３保留地取得業務（附帯事業）に関する要
求水準５要求水準⑴保留地取得業務に示す価格とする。

　⑷　技術資料提出書類は、以下のとおりとする。
①　技術資料総括表（技術資料様式１号）
②　技術提案①（技術資料様式２－１号）
③　技術提案②（技術資料様式２－２号）
④　配置予定技術者の能力（建設業務）（技術資料様式３－１号）
⑤　配置予定技術者の能力（設計業務）（技術資料様式３－２号）
⑥　建設企業の施工能力（技術資料様式４－１号）
⑦　設計企業の施工能力（技術資料様式４－２号）
⑧　技術資料の取り扱いに関する事項（技術資料様式７号）
⑨　保留地取得費提案書（技術資料様式８号）
⑩　保留地活用計画提案書（技術資料様式９号）
注）⑨及び⑩の様式については、技術提案入札書に添付し入札書等と一緒に提出すること。

　⑸　書類の作成及び提出について
①　提出書類（①～⑧）の提出部数は２部（正本１部及び副本１部。副本は、正本を複写したもので可）と
し、うち１部（副本）は受付後返却する。
②　提出書類等は、公告に示す期間及び場所に持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）により提出
しなければならない。
③　提出書類等は、受付後１部返却されたものを除き返却しない。
④　提出書類様式は、公告に示す期間及び方法において交付するものとする。
⑤　申請書及び技術資料等を期限までに適切に提出しない者は、入札に参加することができない。
⑥　提出書類等の作成に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
⑦　県は、提出書類等を公表又は無断で他の用途に使用しない。
⑧　提出期限以降における提出書類等の差換え及び再提出は、特別な事情がある場合を除き認めない。

⑹　⑷のうち、②、③（以下「技術提案」という。）を提出する者は、その採否の確認を受けなければならない。
　　なお、確認結果は、申請者あて通知し、公表しない。
　⑺　技術資料作成要領
　　①　技術資料総括表（建設業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

技術資料総括表 技術資料様式
１号

１）作成要領
　①　様式には押印すること。
２）特記事項
　　押印がない者の提出した技術資料は無効とする。
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　　②　技術提案①②（建設業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

施工上配慮すべき事
項①

技術資料様式
２－１、２－
２号

１評価内容当たり
１）作成要領
①　提案は着目点ごとに「具体的な技術提案」を記載すること。具体的とは、提
案の手法、効果を明確に示し、必要に応じ具体的な対象箇所、使用材料、数量、
時期、規模等が適切に記載されていること。
②　発注者の設定した２着目点には技術提案を必ず１つ以上記載すること。また
入札参加者は、２着目点を上限として、評価内容についての着目点を任意に設
定できるものとする。
③　着目点は「技術提案」の目的を表す内容とすること。
④　技術提案は８提案までとする。
⑤　提案は本様式１枚に、句読点、数字、記号等を含み600字以内で記載すること。
ただし、着目点欄の文字は除く。なお、本様式には図、表等は添付しないこと。
⑥　補足説明資料（図、表等）として別途１枚のみ添付することができる。
　　　（Ａ４で様式は自由）
２）特記事項
①　本様式に記載がない場合や記載はあるが本工事に関係の無い内容が記載され
ている場合、入札は無効とする。
②　発注者の設定した２着目点に対して、具体的な技術提案の記載が無い場合は
一切評価しない。なお、発注者が設定した２着目点については、表現の変更は
認めない。変更した場合は、その提案は一切評価しない。
③　具体的な技術提案が600字を超えた場合は、一切評価しない。
④　本様式に図、表等が添付されている場合は、一切評価しない。
⑤　提案が本様式、補足説明様式を合わせて２枚を超える場合、一切評価しない。
⑥　具体的な技術提案の手法、効果が判断できない場合は評価しない。
⑦　着目点数は、最大で４着目点（発注者指定分を含む。）とし、４着目点を越
えた場合、すべての技術提案は一切評価しない。
⑧　入札参加者が設定した着目点が、目的と判断できない場合、その着目点に基
づく技術提案は評価しない。
⑨  類似した手法を記載した技術提案が複数ある場合は、１つの技術提案のみ評
価する。
⑩　１つの技術提案に対し複数の手法及び効果を記載した場合、１つの技術提案
として評価する。
⑪　１つの技術提案に対し複数の手法及び効果を記載した場合において、不採用
の手法及び効果が含まれていた場合、全体として評価しない。
⑫　本様式に記載の無い提案の資料が補足説明資料に記載されている場合、その
部分は参考としない。
⑬　補足説明資料は、本様式にある提案を補足するための参考図等を記載するも
のであり、説明文等の文章は評価の対象としない。

施工上配慮すべき事
項②

　　③　配置予定技術者の能力（建設業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

配置予定技術者の施
工実績

技術資料様式
３－１号
　（２名申請す
る場合は、そ
れぞれの技術
者毎に作成す
ること。）

１）作成要領
①　「４⑵②評価の基準」に該当するものがあれば、その内容を記載すること。
②　「４⑵②評価の基準」を証明する資料（コリンズの写し、契約書の写し、図
面及び数量表の写し、発注機関の証明書等の工事内容・数量・技術者名等、施
工実績が確認できるもの）を添付すること。

２）特記事項
　添付資料により、「４⑵②評価の基準」が確認できないものについては、評価
しない。

　　④　建設企業の施工能力（建設業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

建設企業の施工実績 技術資料様式
４－１号

１）作成要領
①　「４⑵③評価の基準」に該当するものがあれば、その内容を記載すること。
②　「４⑵③評価の基準」を証明する資料（コリンズの写し、契約書の写し、図
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　　⑤　配置予定管理技術者の能力（設計業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

配置予定管理技術者
の業務実績

技術資料様式
３－２号

１）作成要領
①　「４⑵④評価の基準」に該当するものがあれば、その内容を記載すること。
②　「４⑵④評価の基準」を証明する資料（テクリスの写し、契約書の写し、図
面及び数量表の写し、発注機関の証明書等の業務内容・数量・技術者名等、業
務実績が確認できるもの）を添付すること。テクリスに面積が登録されてない
場合は、設計面積が確認できる契約書に添付された平面図や数量総括等を提出
すること。

２）特記事項
　添付資料により、「４⑵④評価の基準」が確認できないものについては、評価
しない。

　　⑥　設計企業の施工能力（設計業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

設計企業の業務実績 技術資料様式
４－２号

１）作成要領
①　「４⑵⑤評価の基準」に該当するものがあれば、その内容を記載すること。
②　「４⑵⑤評価の基準」を証明する資料（テクリスの写し、契約書の写し、図
面及び数量表の写し、発注機関の証明書等の業務内容・数量等、業務実績が確
認できるもの）を添付すること。テクリスに面積が登録されてない場合は、設
計面積が確認できる契約書に添付された平面図や数量総括等を提出すること。

２）特記事項
　添付資料により、「４⑵⑤評価の基準」が確認できないものについては、評価
しない。

　　⑦　技術提案の取り扱いに関する事項

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

技術資料様式
７号

１）作成要領
　工業所有権を含む技術提案等である場合、その取り扱いに関することを記載す
ること。

　　⑧　保留地取得費提案書（保留地取得業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

保留地取得費提案書 技術資料様式
８号

１）作成要領
①　４⑶に示す「保留地取得業務に係る最低価格」以上で提案すること。
②　「提案保留地取得単価：Ｂ」については、百円単位未満の端数は切り捨てる
こと。

２）特記事項
　保留地取得費総額が保留地取得業務に係る最低価格未満で提案した場合、入札
は無効とする。

　　⑨　保留地活用計画提案書（保留地取得業務）

評価項目 様式 作成要領及び特記事項

保留地活用計画提案
書

技術資料様式
９号

１）作成要領
　　様式９号の記載による
２）特記事項
　　保留地活用計画提案書の内容は評価の対象としない。

　面及び数量表の写し、発注機関の証明書等の工事内容・数量等、施工実績が確
認できるもの）を添付すること。

２）特記事項
　添付資料により、「４⑵③評価の基準」が確認できないものについては、評価
しない。
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　⑻　技術資料の提出方法

入札方法 提出方法 提出部数

紙入札 持参の場合 調書２部（１部は受付後に返却）
電子媒体（ＣＤ－Ｒ）２部　（１部は受付後に返却）

郵送の場合 調書１部
電子媒体（ＣＤ－Ｒ）１部

注：電子媒体（ＣＤ－Ｒ）については、下記事項に留意すること
①　電子媒体（ＣＤ－Ｒ）は、以下に示すファイルの両方を収めること。また記載内容が同一であるこ
と。なお、記載内容の相違、技術資料の不足等は、入札無効又は競争参加資格が無しとなる場合があ
る。ＰＤＦファイルへ技術資料を格納する場合は、押印後の調書により行うこと。
・ＰＤＦファイル・・・・技術資料様式１号～７号及び添付資料（技術提案等の補足説明資料、評価

の基準を証明する資料）
　　　　　　　　　　　　（注意）技術資料様式８号～９号は含まない
・Ｅｘｃｅｌファイル・・・・技術資料様式１号～７号
②　ＣＤ－Ｒのラベルには「事業番号」、「事業名」、入札参加者名の「施設整備業務共同企業体の名称」、
ウイルスチェック欄を設け「ウイルスチェックの実施日」、「提出日」を記入すること。
③　電子媒体に収めたＰＤＦファイル及びＥｘｃｅｌファイルのファイル名は、「施設整備業務共同企業体
の名称」とすること。

④　提出された電子媒体の電子データが発注機関において読み込めない場合や、電子データが不鮮明で、
内容が判断できない場合は評価しない。

５　入札等担当部局

区　分 担当内容 担　当　部　局 電話番号等 住　　　　　所

入札・契約
担当

提出書類、入札・契約に
関する事項

長崎県長崎振興局管理部
総務課

TEL　095-844-2181
FAX　095-849-2780

〒852-8134
長崎県長崎市大橋町
11番１号

工事・技術
担当

設計図書の内容等技術的
要素に関する事項

長崎県長崎振興局建設部
長与都市開発事業所

TEL　095-856-2925
FAX　095-856-4844

〒851-2127
長崎県西彼杵郡長与町
高田郷294番地１

６　入札日程

【交付について】
資格確認申請書等及び技術資
料様式、入札説明書の交付期
間及び方法

【交付期間】
令和元年９月17日（火曜日）から
令和元年12月12日（木曜日）まで

①　書類様式
　長崎県　長崎振興局　長与都市開発事業所ホームペー
ジ（https://www.pref.nagasaki.jp/section/ng-nagayo/）
から入手すること。
②　入札説明書
５　入札等担当部局　入札・契約担当より入手するこ
と。

【提出について】
資格確認申請書等及び技術資
料の提出期間及び場所

【提出期間】
令和元年９月17日（火曜日）から
令和元年10月24日（木曜日）まで
※持参又は書留郵便に限る。
　期間内に必着のこと。
　資格確認申請書の提出部数は
　２部とする。（１部は受付後
　に返却）

①　提出書類
・３⑵に定める資格確認申請書等
・４⑷に定める技術資料提出書類のうち、⑨保留地取得
費提案書（技術資料様式８号）、⑩保留地活用計画提
案書（技術資料様式９号）を除く書類

②　提出先
長崎県　長崎振興局　管理部　総務課
〒852-8134
長崎県長崎市大橋町11番１号
TEL　095-844-2181

技術資料に係るヒアリング 　必要に応じて実施する。 　５の担当部局

競争参加資格確認結果及び技
術提案の採否の通知期限及び
方法

　令和元年11月15日（金曜日） 　申請者（施設整備業務共同企業体の代表構成員）あて郵
送にて通知する。
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【質問１について】
入札公告（特定事業契約書、
参加資格要件等）に関する質
問の受付期間及び場所

【質問受付期間】
令和元年９月17日（火曜日）から
令和元年10月10日（木曜日）まで

　５の担当部局

【回答１－１について】
上記回答期限及び回答方法
（質問１のうち９月26日まで
に受け付けた質問の回答）

【回答期限】
令和元年10月３日（木曜日）まで

・個別事項は、該当者にファクシミリにて回答
・全参加者に関する事項は、下記ホームページに掲載
長崎県　長崎振興局　長与都市開発事業所ホームページ
高田南土地区画整理事業
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/
toshikeikaku-kokudoriyo/koudaminami/

【回答１－２について】
上記回答期限及び回答方法
（質問１のうち９月27日から
10月10日までに受け付けた質
問の回答）

【回答期限】
令和元年10月18日（金曜日）まで

・個別事項は、該当者にファクシミリにて回答
・全参加者に関する事項は、下記ホームページに掲載
長崎県　長崎振興局　長与都市開発事業所ホームページ
高田南土地区画整理事業
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/
toshikeikaku-kokudoriyo/koudaminami/

【質問２について】
入札説明書（設計図書等）に
関する質問の受付期間及び場
所
※質問１に行う入札公告（特
定事業契約書、参加資格要
件等）に関する質問は除く。

【質問受付期間】
令和元年９月17日（火曜日）から
令和元年12月３日（火曜日）まで

　５の担当部局

【回答２について】
上記回答期限及び回答方法

【回答期限】
令和元年12月５日（木曜日）まで

・個別事項は、該当者にファクシミリにて回答
・全参加者に関する事項は、下記ホームページに掲載
　長崎県　長崎振興局　長与都市開発事業所ホームページ
　高田南土地区画整理事業
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/
toshikeikaku-kokudoriyo/koudaminami/

【提出について】
・入札書
・技術提案入札書
・工事費内訳書
・設計業務費内訳書
・保留地取得費提案書
・保留地活用計画提案書
上記の受領期間及び提出場所

【受領期間】
令和元年12月６日（金曜日）から
令和元年12月12日（木曜日）まで
※書留郵便に限る。
　受領期間内に必着のこと。

①　提出書類
・標準型施行要領９に記載の書類
※入札書（様式第６号）、技術提案入札書（様式第８
号）、技術資料①（技術資料様式２－１号）、技術資
料②（技術資料様式２－２号）
※工事費内訳書と設計業務費内訳書はそれぞれ作成す
ること

・４⑷に定める技術資料提出書類のうち、⑨保留地取得
費提案書（技術資料様式８号）、⑩保留地活用計画提
案書（技術資料様式９号）の調書

②　提出方法
・長崎県水産部及び土木部所管建設工事郵便入札試行要
領（20漁第191号）参照
※内封筒に入札書を入れ、外封筒に内封筒とその他の
書類を入れること

③　提出先
長崎県　長崎振興局　管理部　総務課
〒852-8134
長崎県長崎市大橋町11番１号
TEL　095-844-2181

開札日時及び場所 　令和元年12月13日（金曜日）10
時から

長崎県　長崎振興局　入札室
〒852-8134
長崎県長崎市大橋町11番１号
TEL　095-844-2181

配置予定技術者に係る通知書
の提出期間、場所及び方法

　落札者仮決定通知の翌日から
起算して３日以内

　５の入札・契約担当部局に持参又は郵送（一般書留郵便
又は簡易書留郵便に限る。）による。
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（注１）　上記の期間は、長崎県の休日を定める条例（平成元年長崎県条例第43号）第１条第１項に規定する休
日を除く午前９時から午後５時まで（来所する場合は正午から午後１時までを除く。）とする（ホーム
ページ掲載内容を除く。）。

（注２）　入札説明書等に関する質問は、所定の様式により郵送で行うこと（時間的に不可能でやむを得ない場
合は電送（ファクシミリ）（以下「電送」という。）も可とするが、電送後直ちに原本を郵送すること。）。
なお、郵送又は電送を問わず、必ず提出先に着信を確認すること。

（注３）　入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。なお、質問２の
締切日以降の質問は受け付けない。

（注４）　競争参加資格確認申請書（様式第１号）、入札書（様式第６号）及び技術提案入札書（様式第８号）
には、当該施設整備業務共同企業体の名称を記載するとともに、当該施設整備業務共同企業体を構成す
る全ての構成員が記名し、押印すること。

（注５）　技術資料総括表（技術資料様式１号）には、当該施設整備業務共同企業体の名称を記載するとともに、
当該施設整備業務共同企業体の代表構成員の商号又は名称、住所及び代表者職氏名を記名し、押印する
こと。その他全ての構成員の許可（登録）番号、商号又は名称を記載すること。

（注６）　入札者は、開札に立ち会うことができる。ただし、入札者の代理人が開札に立ち会う場合、委任状（様
式第９号）を持参すること。
なお、入札者の立会いがない場合は、地方自治法施行令第167条の８の規定により、当該入札事務に
関係のない職員が立ち会うものとする。

（注７）　開札の立会いにおける施設整備業務共同企業体の場合の入札者とは、当該施設整備業務共同企業体を
構成する全ての構成員の代表者（代表構成員）のことをいう。当該施設整備業務共同企業体を構成する
一部の構成員が入札に立ち会う場合は、開札に立ち会わない構成員から開札に立ち会う構成員への委任
状が必要となる。また、入札者の代理人が開札に立ち会う場合は、当該施設整備業務共同企業体を構成
する全ての構成員から代理人への委任状が必要となる（長崎県ホームページ掲載の委任状の作成例を参
照）。

（注８）　配置予定技術者に係る通知書の提出については、やむを得ない場合は、電送による通知も可とするが、
電送後に必ず提出先に着信確認を行い、直ちに原本を郵送すること。

（注９）　入札書等の提出方法は、長崎県水産部及び土木部所管建設工事郵便入札試行要領（20漁第191号）を
参照すること。

７　入札方法
⑴　入札者は、標準型試行要領９により入札書等は書留郵便による郵送で提出し、受領期間内に必着させるこ　
と。
⑵　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税に係る課税事業者、免税事業者であるかに関わらず、見積った契約希望金額の110分の100
に相当する金額を入札書に記載すること。

８　入札保証金及び契約保証金
⑴　施設整備業務については、競争参加資格確認結果通知の際に併せて通知する。ただし、低入札調査基準価
格を下回った価格により契約を締結しようとする者に対しては、低入札要綱第４条第３項⑴の契約保証金を
適用する。
⑵　保留地取得業務（附帯事業）については、保留地売買契約書（案）第２条に記載のとおり契約保証金の納
付を求める。

９　入札の無効
　　次の各号に該当する者の入札は、無効とする。
⑴　入札公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
⑵　入札者が法令の規定に違反したとき。
⑶　入札者が連合して入札したとき。
⑷　入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
⑸　入札者が他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をしたとき。
⑹　入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。
⑺　入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
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⑻　入札者又はその代理人が同一事項に対し２以上の入札をしたとき。
⑼　入札書又は技術提案入札書に記名押印がないとき（署名のみのときを含む。）その他必要な記載事項を確
認できないとき。
⑽　入札書の首標金額が訂正されているとき。
⑾　入札書の首標金額が設計業務と建設業務の合計金額に一致しないとき。
⑿　入札書の誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
⒀　工事費内訳書及び設計業務費内訳書の提出がない場合及び「高田南宅地整備事業積算金額内訳書取扱要領」
の入札無効基準に該当した場合
⒁　入札者が技術提案入札書の提出を一部でも欠いたとき、重大な誤記記載があったとき、虚偽記載等明らか
に悪質な行為があったとき及び採否通知で採用されたものと異なるものや不採用となったものを提出したと
き（技術提案を提出しなかった場合及び提出した技術提案の全てが採用されなかった場合においては、技術
提案入札書の提出は不要）。
⒂　入札に参加した者の間に一定の系列関係があると認められるとき（系列関係がある会社同士が、同一の企
業グループに含まれているのみの場合を除く。）。
⒃　入札説明書の交付を公告に示す期間内及び方法により受けていない場合（当該企業グループを構成するい
ずれかの構成員が入札説明書の交付を公告に示す期間内及び方法により受けている場合は、この限りでな
い。）
⒄　交付を受けた入札説明書を同一公告の他の入札者に提供、貸借又は閲覧に供した場合（当該企業グループ
を構成する構成員間における提供、貸借又は閲覧に供する場合を除く。）
⒅　当該企業グループを構成する全て又は一部の構成員が、落札決定の日までの間において入札公告に係る入
札参加資格要件を満たさなくなったとき。
⒆　技術資料様式１号に記名、押印がない場合
⒇　技術資料様式２－１号～２－２号に提案内容の記載がない場合又は記載があっても評価項目に対し提案内
容が全て異なる場合
�　技術資料様式８号の保留地取得費総額を保留地取得業務に係る最低価格未満で提案した場合
�　施工体制確認型試行要領９⑴の入札無効要件に該当した場合
�　低入札要綱第６条第５項の入札無効要件に該当した場合
10　落札者の決定方法及び総合評価の方法
落札者は、標準型試行要領13及びに施工体制確認型試行要領の規定に基づき決定し、落札者については決定
後、速やかに落札者を含む入札参加者全員にその旨を通知する。
⑴　落札者の決定方法
①　落札者は、配置予定技術者を専任で配置できる旨の通知を行った落札仮決定者とする。
②　落札仮決定者が配置予定技術者を専任で配置できない場合は、⑵の要件を満たし、落札仮決定者の次に
評価値の高い者（以下「次順位者」という。）を落札仮決定者とし、①の規定を準用する。
③　次順位者以外に落札候補者がある場合は、②の規定を準用する。
⑵　落札仮決定者の決定方法
入札参加者は、「価格」、「建設業務の技術提案」、「建設業務、設計業務の企業の技術力」及び「保留地取
得費提案」をもって入札に参加し、次の①～③の要件に該当する者のうち、「⑶　総合評価の方法」によっ
て得られた評価値の最も高い者を落札仮決定者とする。
なお、落札仮決定者となるべき評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを引かせて落札仮決定者
を決定するものとする。
ただし、落札仮決定者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行
がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す
こととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、次の①から③までの要件に該当する
者のうち、評価値の最も高い者を落札仮決定者とすることがある。
①　入札価格が、予定価格の範囲内である者
②　評価値が、次の基準評価値を下回らない者
基準評価値＝標準点／予定価格×100,000,000
なお、予定価格の単位は円とする。また、基準評価値は少数点以下第３位（小数点以下第４位を四捨五
入）までとする。



― 17 ―

令和元年９月13日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外

③　入札価格が、低入札要綱に基づく低入札調査の対象となる場合は、発注者が行う低入札調査により当該
契約の内容に適合した履行がなされると判断される者

⑶　総合評価の方法
　　評価値は、次の算出方式により算定する。
①　評価値の算出方式
評価値＝（標準点＋加算点＋施工体制評価点）／入札価格×100,000,000
なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は端数処理を行わないものとする。ただし、評価値の
表示は、原則として小数第３位（小数第４位を四捨五入）までとする。
②　標準点及び加算点
標準点及び加算点は、技術資料を適切に提出した入札参加者に与えられる点数で、標準点は100点とし、
加算点の満点は40点とする。なお、加算点の一部は施工体制評価を踏まえ補正を行う。
③　施工体制評価点
施工体制評価点は、入札説明書において求める要求要件を実現できる確実性の高さに対して与えられる
点数で、満点は30点とし、技術資料、聴取調査の結果及び追加資料等に基づき審査を行う。
低入札調査基準価格を下回って入札した者は、施工体制に係る審査のため、追加資料の提出を求める通
知日の翌日から起算して７日以内（休日を除く。）に高田南宅地整備事業低入札価格調査制度調査資料及
び施工体制確認型総合評価落札方式追加資料作成要領（31住第219号。以下「作成要領」という。）に規定
する追加資料を提出するものとする。
また、追加資料提出の翌日より起算して、５日以内（休日を除く。）に聴取調査を実施するものとする。
なお、低入札調査基準価格以上の価格で入札した者の施工体制に係る審査は省略し、施工体制評価点は
満点とする。

11　競争参加資格がないと認められた者、技術提案が採用されなかった者又は落札者とされなかった者に対する
理由の説明
競争参加資格がないと認められた者、技術提案が採用されなかった者又は落札者とされなかった者は、高田
南宅地整備事業苦情処理手続要領に基づき、契約担任者に対して競争参加資格がないと認めた理由又は不服の
ある事実について説明を求めることができる。
説明を求めることができる期間及びその回答期限は次のとおりとする。

競争参加資格がないと認められた
理由
技術提案が採用されなかった理由
に対する苦情申立期限

【参加資格がないと認められた理由】
　令和元年11月26日（火曜日）まで
【技術提案が採用されなかった理由】
　令和元年11月26日（火曜日）まで

長崎県　長崎振興局　管理部　総務課
〒852-8134
長崎県長崎市大橋町11番１号
TEL　095-844-2181

上記回答期限 令和元年12月５日（木曜日）まで

上記回答に対する再苦情申立期間 回答を行った日の翌日から起算して７日以内
（休日を除く。）

落札者とされなかった理由に対す
る苦情申立期間

入札結果の公表をした日の翌日から起算して
７日以内（休日を除く。）

上記回答期限 苦情申立期限の日の翌日から起算して７日以
内（休日を除く。）

上記回答に対する再苦情申立期間 回答を行った日の翌日から起算して７日以内
（休日を除く。）

12　政府調達に関する苦情の処理手続
　「11」の苦情申立によらない又は「11」の結果、苦情の解決に至らなかった場合は、政府調達に関する苦情
の処理手続（平成８年長崎県告示第588号）に定めるところにより、苦情の申立を行うことができる。
なお、この場合、長崎県政府調達苦情検討委員会が契約締結又は契約執行の停止を要請する場合がある。

13　低入札調査
⑴　低入札要綱第３条に規定する低入札調査基準価格を下回った全ての入札者（施工体制確認型試行要領９に
よる入札の無効の者は除く。以下「低入札調査対象者」という。）に対して、同要綱第６条の規定に基づく
履行可能であるかの調査（以下「低入札調査」という。）を実施する。
⑵　⑴の調査により、その者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認
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められるときは、その者の入札を失格とする。
⑶　低入札調査対象者は、資料等の提出の通知日の翌日から起算して７日以内（休日を除く。）に作成要領に
規定する資料等を提出するものとする。
⑷　資料等については、提出期限後における差替え及び再提出は認めないものとする。ただし、資料等及び聴
取りの内容により、長崎振興局長が必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必
要な書類を提出すべきことなどの教示を行った場合はこの限りではない。
⑸　低入札調査においては聴取調査を行う場合がある。
⑹　低入札調査対象者に対して説明資料の提出、提示等を求める場合がある。
⑺　低入札調査対象者は調査に協力しなければならない。
⑻　入札者が虚偽の資料の提出又は説明を行ったことが明らかになった場合、指名停止を行うことがある。
⑼　低入札調査基準価格を下回った価格により契約を締結しようとする者に対しては、次のことを求める。
①　財務規則第111条に定める契約保証金は、契約金額の100分の30以上とする。
②　財務規則第62条第１項に定める前払金は、同項の規定にかかわらず、契約金額の100分の20を超えない
範囲内とする。
③　配置予定技術者とは別に配置予定技術者と同一の資格（入札公告に定める工事及び業務経験を除く。）
を有する技術者を建設業務及び設計業務について、それぞれ１名追加配置すること。
④　前号の規定により建設業務に追加される技術者は当該業務に専任し、配置予定技術者を補助して建設業
法第26条の３に規定する職務と同様の職務を行うものとすること。

14　虚偽記載があった場合の措置
競争入札参加資格及び総合評価の確認に必要な提出書類に記載された内容に虚偽が認められた場合は、長崎
県工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領（平成12年４月27日長崎県告示第599号の６）に
基づき指名停止となる場合がある。
15　契約の不締結等
⑴　落札者（落札者が属する企業グループを構成する全て又は一部の構成員を含む。）が、施設整備契約の仮
契約締結の日の前日までの間において、入札公告に係る入札参加資格要件のいずれかを満たさなくなった場
合、又は落札者決定の根拠となった事項について同等以上と認められなくなった場合は、特定事業契約を締
結しない。
⑵　落札者（落札者が属する企業グループを構成する全て又は一部の構成員を含む。）が、施設整備契約の仮
契約締結の日から長崎県議会の議決の日までの間において、入札公告に係る入札参加資格要件のいずれかを
満たさなくなった場合又は締結済みの基本協定及び保留地売買契約並びに仮契約として締結済みの施設整備
契約は終了し、失効する。また、上記の場合において、保留地売買契約が未締結のときは、保留地売買契約
を締結しない。

16　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨
17　その他
⑴　落札者の建設企業は、下請負人と契約を締結したときは、下請負人との契約の日から30日以内に下請負人
報告書（当初）を契約担任者へ提出しなければならない。また、本事業が完成したときは、下請負人報告書
（完成）を提出しなければならない。
⑵　落札者の建設企業は、「配置予定技術者等の資格表」に記載した配置予定の技術者を工事現場に専任で配
置しなければならない。ただし、やむを得ない理由による場合で、かつ、変更前配置予定技術者と同等以上
の資格を有する技術者を配置することができる場合は、契約担任者の承認を受け、変更することができる。
なお、変更前配置予定技術者と同等以上の資格を有するとは、変更後配置予定技術者の当該公告２の配置技
術者に関する条件及び総合評価に関する事項の配置予定技術者の能力内容が変更前配置予定技術者と同等以
上であることをいう。
⑶　落札者の設計企業は、「配置予定技術者調書（管理技術者、照査技術者）及び配置予定技術者調書（技術
者）に記載した技術者を配置しなければならない。ただし、やむを得ない理由により契約担任者の承認を受
けた場合は変更することができる。
⑷　この調達契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の一部として、附属書４に掲げられている政府調達に関す
る協定の適用を受ける。
⑸　この調達契約に係る苦情処理の関係において、長崎県政府調達苦情処理検討委員会が、調達手続の停止等
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を要請する場合がある。この場合、調達手続の停止等があり得る。
⑹　入札公告に定めのない事項については、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令、財務規
則、建設工事執行規則（昭和49年長崎県規則第30号）、特定調達契約、長崎県の物品等又は特定役務の調達
手続の特例を定める規則（平成７年長崎県規則第77号）の定めるところによる。
⑺　入札結果及び本公告及び要綱等は、長崎県　長崎振興局　建設部　長与都市開発事業所ホームページに掲
載する。
ホームページアドレス
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/toshikeikaku-kokudoriyo/koudaminami/

⑻　申請様式等については、長与都市開発事業所ホームページに掲載する「別添資料　高田南宅地整備事業　
様式集」を参照すること。

18　Summary
⑴　Official in Charge of Disbursement of the Procuring Entity: Houdou Nakamura, Governor of Nagasaki 
Prefecture
⑵　Subject Matter of the Contract: Construction for the development of Kouda Minami residential area
①　Construction of Required Facilities
1）　Construction Work
Volume of cutting soil: 632,500 ㎥
Volume of embankment soil: 545,400 ㎥
Volume of disposal soil: 128,200 ㎥
Length of road construction: 6,156 m
Length of road retaining wall: 677 m
Length of housing lot retaining wall: 11,317 m

2）　Design Work
Length of detailed road design: 4.8 km
Area of land creation design: 18 ha
Area of detailed housing lot design: 9.5 ha

②　Acquisition of Reserve Land
1）　Acquisition of reserve land
2）　Selling/utilization of reserve land

⑶　Time-limit for the Submission of Tenders: 12 December 2019
⑷　Point of Contact for Tender Documentation:
General Affairs Division, Administrative Department, Nagasaki Development Bureau
11-1 Ohhashimachi, Nagasaki City, Nagasaki Prefecture, 852-8134, Japan
TEL: 095-844-2181, FAX: 095-849-2780
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