
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年度 
 

第２回 久留米市入札監視委員会資料 



平成27年4月～9月実績

建設工事

工種（業種） 件数 契約金額 落札率 件数 契約金額 落札率 件数 契約金額 落札率 件数 契約金額 落札率 前年比

土木 66 \4,850,737,920 91.51 33 \182,384,028 89.26 2 \9,990,000 95.31 101 \5,043,111,948 90.85 -1.50

建築 20 \2,716,756,200 90.48 6 \31,977,423 93.59 26 \2,748,733,623 91.20 0.99

とび 9 \37,350,720 87.24 9 \37,350,720 87.24 -1.96

電気 7 \1,359,731,880 93.42 17 \66,496,872 95.02 1 \2,937,600 99.89 25 \1,429,166,352 94.76 2.89

管 10 \446,526,000 92.15 28 \105,484,680 89.71 2 \10,470,600 99.34 40 \562,481,280 90.80 0.06

鋼構造 1 \3,876,120 87.39 1 \3,876,120 87.39 87.39

ほ装 6 \141,218,640 96.31 11 \50,864,760 96.98 17 \192,083,400 96.74 0.24

塗装 10 \182,822,400 90.00 1 \7,682,040 89.99 11 \190,504,440 90.00 0.00

防水 1 \20,498,400 95.25 7 \36,527,760 94.54 8 \57,026,160 94.63 0.54

内装仕上げ 7 \24,603,210 7 \24,603,210 0.00 0.00

機械器具 3 \121,905,000 88.69 3 \121,905,000 88.69 -1.23

電気通信 1 \3,920,400 95.80 1 \3,920,400 95.80 -0.96

造園 2 \24,322,680 84.85 2 \24,322,680 84.85 -1.82

建具 -89.99

水道施設 27 \871,832,160 97.81 6 \38,427,480 97.87 2 \19,731,600 97.95 35 \929,991,240 97.83 0.61

消防施設 -98.23

合 計 152 \10,736,351,280 92.60 127 \589,595,493 86.68 7 \43,129,800 97.87 286 \11,369,076,573 90.10 -2.01

対前年比 0.64 1.05 0.77 0.74 1 0.7 1.02

平成26年4月～9月実績

建設工事

工種（業種） 件数 契約金額 落札率 件数 契約金額 落札率 件数 契約金額 落札率 件数 契約金額 落札率

土木 79 \6,340,732,920 92.47 36 \159,152,752 92.10 115 \6,499,885,672 92.35

建築 36 \1,187,404,920 89.93 4 \17,802,720 91.30 1 \810,000 95.66 41 \1,206,017,640 90.20

とび 3 \77,106,600 87.70 16 \79,403,760 89.48 19 \156,510,360 89.20

電気 25 \501,334,920 88.99 29 \132,868,919 94.37 54 \634,203,839 91.88

管 38 \614,699,280 89.98 34 \166,721,760 91.58 72 \781,421,040 90.74

鋼構造

ほ装 7 \188,472,960 95.48 21 \108,168,480 96.84 28 \296,641,440 96.50

塗装 20 \413,709,120 90.00 1 \8,114,040 90.00 21 \421,823,160 90.00

防水 0 9 \49,809,600 94.09 9 \49,809,600 94.09

内装仕上げ

機械器具 4 \234,030,600 88.40 1 \4,536,000 95.98 5 \238,566,600 89.92

電気通信 1 \35,100,000 96.76 1 \35,100,000 96.76

造園 6 \161,655,480 86.80 1 \2,141,640 85.84 7 \163,797,120 86.66

建具 0 3 \15,759,360 89.99 3 \15,759,360 89.99

水道施設 16 \432,482,760 96.78 10 \57,040,200 96.74 5 \62,306,280 99.57 31 \551,829,240 97.22

消防施設 1 \31,212,000 96.71 1 \29,700,000 99.74 2 \60,912,000 98.23

合 計 236 \10,217,941,560 91.25 165 \801,519,231 93.05 7 \92,816,280 99.04 408 \11,112,277,071 92.11

落札率下線については、95％以上の率。

合計

指名競争入札 随意契約 合計

指名競争入札 随意契約

平成27年度実績

条件付き一般競争入札

条件付き一般競争入札

平成26年度実績



第３号様式（第５条関係） 

※措置要件の欄は、「久留米市指名停止等措置要綱」別表に該当する号を記載する。 

指名停止業者一覧表 
（期間 ２７年 ６月 １日～ ２７年 ９月３０日） 

業者名 指名停止期間 措置要件 指名停止の理由 

Ａ 
平成 27 年 6 月 12 日～ 
平成 27 年 12 月 11 日 
（6 ヶ月間） 

別表その１ ２号 契約辞退 

Ｂ 
平成 27 年 7 月 28 日～ 
27 年 9 月 27 日 
（2 ヶ月間） 

別表その１ ７号 工事関係者事故 

Ｃ 

平成 27 年 7 月 28 日～ 
27 年 9 月 27 日 
（2 ヶ月間） 

別表その１ ７号 工事関係者事故 

Ｄ 

平成 27 年 7 月 28 日～ 
27 年 9 月 27 日 
（2 ヶ月間） 

別表その１ ７号 工事関係者事故 

Ｅ 

平成 27 年 8 月 24 日～ 
平成 27 年 9 月 23 日 
（1 ヶ月間） 

別表その１ ２号 過失による粗雑工事 

Ｆ 

平成 27 年 9 月 17 日～ 
平成 27 年 12 月 16 日 
（3 ヶ月間） 

別表その１ ５号 公衆損害事故 

Ｇ 

平成 27 年 9 月 29 日～ 
平成 27 年 10 月 28 日 
（1 ヶ月間） 

別表その２ ８号 不正又は不誠実な行為 

Ｈ 

平成 27 年 9 月 29 日～ 
平成 27 年 10 月 28 日 
（1 ヶ月間） 

別表その２ ８号 不正又は不誠実な行為 



第３号様式（第５条関係） 

※措置要件の欄は、「久留米市指名停止等措置要綱」別表に該当する号を記載する。 

業者名 指名停止期間 措置要件 指名停止の理由 

Ｉ 

平成 27 年 9 月 29 日～ 
平成 27 年 10 月 28 日 
（排除措置 1 ヶ月間） 

地方自治法施行令第 167 条の 4 第

2 項第 1 号の準用による排除措置 

品質に関する不正の行為 

Ｊ 

平成 27 年 9 月 29 日～ 
平成 27 年 10 月 28 日 
（排除措置 1 ヶ月間） 

地方自治法施行令第 167 条の 4 第

2 項第 1 号の準用による排除措置 

品質に関する不正の行為 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．入札参加資格・指名理由等の審議 資料 



 
（１）（特環）公共下水道管渠布設第１１工区工事【総合評価方式条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 公共下水道工事の一環として、未普及地域である城島エリアに下水道管渠を整備する。 
 
【工事概要】 
◇ 下水道環渠布設工延長Ｌ＝約１，４００ｍ。 
 
 



 
第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 （特環）公共下水道管渠布設第１１工区工事 

工事場所 城島町城島外 

工事概要 

下水道管渠布設工 Ｌ＝約１，４００ｍ 
（推進工ＶＰφ２００ Ｌ＝約７０ｍ） 
（開削工ＶＵφ２００ Ｌ＝約１，３３０ｍ） 
人孔設置工 一式 
舗装撤去復旧工 一式 

予定価格 １４３，３３０，０４０円（税込） 

入札方法 総合評価方式【簡易型】条件付一般競争入札 

構成  単独 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  土木一式工事・１位希望 

ランク Ｂ 

建設業許可  特定建設業 

技術者  監理技術者・専任、推進工事技士 

入札参加資格 
（工事発注表参照） 

その他  

入札参加業者数 ２者 

入札参加資格者 Ｂ３６者 

見積期間 １５日 

落札決定 総合評価 
入札の経緯及 
び結果の説明 ５月１８日：公告 

６月１日：入札書の提出締切 
６月５日：開札 

 
 



平成２７年５月１８日 久留米市企業局公告第 １６ 号に基づく工事発注表 

入札番号 ５－１          【電子入札案件】 

工事の発注方式 本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。 

業種 土木一式工事 

工事名 （特環）公共下水道管渠布設第 11 工区工事  

工事場所 久留米市  城島町城島外 

工期 ２５５日間 

予定価格 １４３，３３０，０４０円(税込)    【入札書比較価格】  １３２，７１３，０００円(税抜) 

最低制限価格 １２４，４６８，９２０円(税込)    【最低制限比較価格】 １１５，２４９，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 平成２７年６月５日（金） ９時３０分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階）  

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 支払条件 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加条件 ・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米

市競争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市の競

争入札参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に登載されている者であること。 

・名簿に土木一式工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＢランクであること。 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けていて、

名簿に当該許可を受けていることが登載されていること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）

及び営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い監理技術者として専任

で配置できること。 

・この工事に関して、推進工事期間中、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある推進工事

技士（代表者（社長等）及び営業所専任技術者を除く。）を専任で配置できること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置で

きること。 

※現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確

認すること。 

入札参加必要書類 ・入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

・技術資料（総評第１号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式。次ページ「２．技術資料の作成等」

を参照）及び添付資料 

入札方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但し、

パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、事前に紙入札方式参加届出書を提出すること

により、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 

入札書受付期間 ： 平成２７年５月２７日（水） ８時３０分 から 

         平成２７年６月１日（月） ２０時００分（システム終了時）まで 

(2) 入札を行う際は、入札金額積算内訳書（１ファイル・データ）を添付すること。 

(3) 技術資料は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。なお、封筒に

は、表面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話

番号）を記入すること。 

締切日時 ： 平成２７年６月１日（月） ２４時００分（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課 

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 



入札の無効 

(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しくない

場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。総評第 1号様式（「施工上配慮すべき事

項に係わる技術的所見」）を未記入のまま提出した場合。 

(3)  久留米市電子入札運用基準（平成２４年契第３８０号）第１４条第１項各号のいずれかに該当する

入札。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約

事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２７年５月２６日（火） １７時１５分 まで 

工事施工課 （下水道整備課 Fax 番号 ０９４２－３８－２６９４） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注意く

ださい。 



１．総合評価に 

関する事項等 

(1) 総合評価の方法 

入札に参加しようとする者は、「２．技術資料の作成等」に掲げる技術資料等を提出することとし、提出され

た技術資料等に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 

(2) 評価項目及び評価基準は、「（別表１） 平成 27 年度 久留米市 総合評価入札 評価項目、評価基準及び

配点一覧表【簡易型】」（以下「別表１」という。）によるものとする。 

(3) 評価値の算出方法 

① 評価値は、次の算出方法により算出する。 

ア 評価値＝技術評価点／入札価格×（定数 1,000,000） 

イ 技術評価点＝標準点＋加算点 

なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第８位まで表示する。（小数第９位を四捨五入） 

② 技術評価点 

競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（１００点）を与え、さらに「別表１」により評価した評

価項目について、３０点の範囲で加算点を加える。 

③ 加算点の算出方法 

「別表１」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。 

(4) 落札者の決定方法 

① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、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

有効な価格をもって申込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。ただし、評価値の最

も高い者が２者以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、く

じにより落札候補者を決定するものとする。 

② 落札候補者が競争入札参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者を落札者

として決定するものとする。ただし、当該競争入札参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補者

を除いて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有効な価格をもって申込みをした者のうち

評価値の最も高い者であって、かつ、競争入札参加資格を有する者を落札者として決定するものとする。 

③ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して４日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まな

い。）以内に行うものとする。ただし、評価値の最も高い者が競争入札参加資格を満たしていない場合は、こ

の限りでない。 

２．技術資料の 

作成等 

(1) 入札の参加希望者は、技術資料 総評第１号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式を作成すること。 

(2) 提出する技術資料等は、次のとおりである。 

① 施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見（総評第１号様式） 

② 過去５年間の同種・類似工事の施工実績（総評第２号様式） 

③ 配置予定技術者の資格・成績評定調書（総評第３号様式） 

④ 地場企業の活用（計画）（総評第６号様式） 

⑤ 提出資料チェックリスト（総評第４号様式） 

(3) 総評第１号様式の「施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見」については、「施工上配慮すべき事項」に

記載してある課題とし、当該課題に対する所見を求めるものとする。 

(4) 提出部数は１部とする。 

(5) 提出された技術資料等は返却しない。 

３．評価の担保 落札者決定に反映された技術資料の内容のうち、履行すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工

事成績評定の減点対象とする。あわせて、不正又は不誠実な行為があったものとして、指名停止を行うことがあ

る。 

４．配置予定技 

術者について 

(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 

(2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技

術者を別に配置すること。 

(3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。 

 



【簡易型】

各項目
点数

大項目

簡易な
施工計画

施工上配慮すべき事項に係
わる技術的所見

発注者が指定した施工上の課題への対応の
的確度 10.0 10.0

①主任技術者
（監理技術者）
として従事した
場合

②１級の国家
資格を保有す
る現場代理人
として従事した
場合

3.0 2.5

2.5 2.0

2.0 1.5

1.5 1.0

1.0 0.5

0.5 0.0

0.0 0.0

1.5

評
価
項
目

1.0

4.0

2.0

1.0

0.0

1.0

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、工事成績評定と資格の有無の評定点合計が低い者で
評価する。

配置予定
技術者

施工実績

①主任技術者（監理技術者）として従事した
者を配置予定技術者とする場合は、本市発
注工事において平成22年度から26年度に獲
得した工事成績評定点の最高点

②１級の国家資格を保有する現場代理人と
して従事した者を配置予定技術者とする場
合は、本市発注工事において平成23年度か
ら26年度に獲得した工事成績評定点の最高
点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事

加算点満点

資格の有無

１級の国家資格を保有する技術者

2.0２級の国家資格を保有する技術者

登録あり
0.5

登録なし

0.5

0.0

3.0

0.5

2.0

障害者雇用の有無
あり

なし

0.5

0.0

本市との「災害時の応急対策に関する基本
協定書」締結の有無

締結あり 0.5

締結なし

10.0
～
0.0

15.0

①ISO９００１
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
①、②の認証の取得状況

両方とも取得済み

1.0どちらか片方を取得済み

未取得

0.5

0.0

2.5

2.0

0.0

本市以外の公共機関発注工事で
予定価格５千万円以上の実績あり 1.0

８５点以上 3.0

本市工事で
予定価格３千万円以上の実績あり 1.0

0.0

（別表１）平成２７年度久留米市総合評価入札　評価項目、評価基準及び配点一覧表

３千万円＜今年度受注額≦７千万円

評価基準
評価内容

分類 評価項目

0.5

本市工事で
予定価格５千万円以上の実績あり

その他の実績

０円＜今年度受注額≦３千万円

５人以上

0.5

0.0

配点

評価点数

30.0

７７．５点以上８０点未満

８２．５点以上８５点未満

７千万円＜今年度受注額≦１億５千万円

工事成績評定

本市発注工事の平成22年度から26年度の工
事成績評定の平均点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事（解体工
事を除く）

優良業者表彰の有無
平成21年度から25年度施工工事において本
市の優良工事施工業者表彰の有無

入札締切日において配置予定技術者が保
有する資格

同種・類似工事の施工実績

指名停止措置
平成24年度から27年度の久留米市指名停止
等措置要綱に基づく措置の有無

今年度受注額

※受注額は税抜き額

男女共同参画推進（子育て支
援）

防災協定の有無

福岡県「子育て応援宣言」登録の有無

手持ち工事量

７２．５点以上７５点未満

企業の
施工能力

７５点以上７７．５点未満

平成22年度から26年度の同種・類似工事の
施工実績
（平成27年3月31日までに完了した工事）
（ＪＶの場合、出資比率が２０％以上ある工事）

表彰の実績なし

表彰の実績あり

0人

１億５千万円＜今年度受注額

７２．５点未満（工事成績無し）

技術者の雇用数 １級の国家資格を保有する技術者の数

品質管理･環境マネジメントシ
ステムの取り組み状況

上記以外

８０点以上８２．５点未満

８２．５点以上８５点未満

７７．５点以上８０点未満

７５点以上７７．５点未満

７２．５点以上７５点未満

７２．５点未満（工事成績無し）

特定の課題に対して現場条件を踏まえた有
効な提案がなされているか

5.0

１人～４人

2.0

3.0

受けたことがある

受けたことがない

８０点以上８２．５点未満

1.0

今年度受注額＝０円

0.5

0.5

８５点以上

障害者の雇用

4.0

1.0

0.5

0.5

1.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.5

0.5

2.0

1.0

0.0

地場企業の活用

市内企業の請負率＝市内企業（自社を含
む）の請負価格÷工事請負価格

※請負価格は税抜き額

市内企業の請負率が８０％以上 1.0

市内企業の請負率が５０％以上８０％未満 0.5

上記以外 0.0

消防団員の雇用 消防団員雇用の有無
あり 0.5

なし 0.0



番号 備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

（株）毛利土建

（株）中村建材工業

平成　　年　　月　　日迄　　　

土木一式工事

\138,240,000

総務部契約課入札室

契約金額

工事名 （特環）公共下水道管渠布設第１１工区工事

　第　　企下整０２５　　号 工　種起工番号

上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

平成　　年　　月　　日　　時　　分

評価値＝技術評価点／入札価格×定数（１，０００，０００）

商　号　又　は　名　称

備　考

入札価格

落札または
決定業者

（株）中村建材工業

工事場所 城島町城島外

　無し

入札日時 平成２７年　６月　５日　９時３０分
入札場所

　契約締結の翌日から起算して　２５５日間

現場説明
日　時

履
行
期
間

平成　　年　　月　　日～　　　

予定価格
（消費税（相当額）抜き） \132,713,000

最低制限価格
（消費税（相当額）抜き） \115,249,000

技術評価点 評価値

114.75 0.89648438

辞退

128,000,000

入札・見積結果等公表簿



 
（２）（特環）公共下水道管渠布設第１工区工事【総合評価方式条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 公共下水道工事の一環として、未普及地域である田主丸エリアに下水道管渠を整備する。 
 
【工事概要】 
◇ 下水道管渠布設工 延長Ｌ＝約６６０ｍ。 
 



 
第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 （特環）公共下水道管渠布設第１工区工事 

工事場所 田主丸町豊城 

工事概要 

下水道管渠布設工 延長 Ｌ＝約６６０ｍ 
（開削工 ＶＵφ１５０ Ｌ＝約５１０ｍ） 
（推進工 ＲＳφ３００ Ｌ＝約１５０ｍ） 
人孔設置工 一式 
舗装撤去復旧工 一式 

予定価格 １２９，１９１，７６０円（税込） 

入札方法 総合評価方式【簡易型】条件付一般競争入札 

構成  単独 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  土木一式工事・１位希望 

ランク Ｂ 

建設業許可  特定建設業 

技術者  監理技術者・専任、推進工事技士 

入札参加資格 
（工事発注表参照） 

その他  

入札参加業者数 ５者 

入札参加資格者 Ｂ３７者 

見積期間 １５日 

落札決定 総合評価 
入札の経緯及 
び結果の説明 ６月８日：公告 

６月２２日：入札書の提出締切 
６月２６日：開札 

 
 



平成２７年６月８日 久留米市企業局公告第 ２０ 号に基づく工事発注表 

入札番号 ２６－２          【電子入札案件】 

工事の発注方式 本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。 

業種 土木一式工事 

工事名 （特環）公共下水道管渠布設第 1工区工事  

工事場所 久留米市  田主丸町豊城 

工期 ２３５日間 

予定価格 １２９，１９１，７６０円(税込)    【入札書比較価格】  １１９，６２２，０００円(税抜) 

最低制限価格 １１１，８１４，５６０円(税込)    【最低制限比較価格】 １０３，５３２，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 平成２７年６月２６日（金） ９時３５分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階）  

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 支払条件 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加条件 ・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米

市競争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市の競

争入札参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に登載されている者であること。 

・名簿に土木一式工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＢランクであること。 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けていて、

名簿に当該許可を受けていることが登載されていること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）

及び営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い監理技術者として専任

で配置できること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある推進工事技士（代表者（社

長等）及び営業所専任技術者を除く。）を専任で配置できること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置で

きること。 

※現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確

認すること。 

入札参加必要書類 ・入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

※入札金額積算内訳書の記載方法については、「入札金額積算内訳書の取扱いについて」を確認すること。 

・技術資料（総評第１号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式。次ページ「２．技術資料の作成等」

を参照）及び添付資料 

・配置予定技術者等調書（第９号様式） 

入札方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但し、

パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、事前に紙入札方式参加届出書を提出すること

により、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 

入札書受付期間 ： 平成２７年６月１７日（水） ８時３０分 から 

         平成２７年６月２２日（月） ２０時００分（システム終了時）まで 

(2) 入札を行う際は、電子入札システムにより、入札金額積算内訳書（１ファイル・データ）を添付す

ること。 

(3) 技術資料および配置予定技術者等調書は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ

郵送すること。なお、封筒には、表面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、

住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 

締切日時 ： 平成２７年６月２２日（月） ２４時００分（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課 

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 



入札の無効 

(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しくない

場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。総評第 1号様式（「施工上配慮すべき事

項に係わる技術的所見」）を未記入のまま提出した場合。 

(3)  久留米市電子入札運用基準（平成２４年契第３８０号）第１４条第１項各号のいずれかに該当する

入札。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約

事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２７年６月１６日（火） １７時１５分 まで 

工事施工課 （下水道整備課 Fax 番号 ０９４２－３８－２６９４） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注意く

ださい。 



１．総合評価に 

関する事項等 

(1) 総合評価の方法 

入札に参加しようとする者は、「２．技術資料の作成等」に掲げる技術資料等を提出することとし、提出され

た技術資料等に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 

(2) 評価項目及び評価基準は、「（別表１） 平成 27 年度 久留米市 総合評価入札 評価項目、評価基準及び

配点一覧表【簡易型】」（以下「別表１」という。）によるものとする。 

(3) 評価値の算出方法 

① 評価値は、次の算出方法により算出する。 

ア 評価値＝技術評価点／入札価格×（定数 1,000,000） 

イ 技術評価点＝標準点＋加算点 

なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第８位まで表示する。（小数第９位を四捨五入） 

② 技術評価点 

競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（１００点）を与え、さらに「別表１」により評価した評

価項目について、３０点の範囲で加算点を加える。 

③ 加算点の算出方法 

「別表１」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。 

(4) 落札者の決定方法 

① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、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

有効な価格をもって申込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。ただし、評価値の最

も高い者が２者以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、く

じにより落札候補者を決定するものとする。 

② 落札候補者が競争入札参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者を落札者

として決定するものとする。ただし、当該競争入札参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補者

を除いて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有効な価格をもって申込みをした者のうち

評価値の最も高い者であって、かつ、競争入札参加資格を有する者を落札者として決定するものとする。 

③ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して４日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まな

い。）以内に行うものとする。ただし、評価値の最も高い者が競争入札参加資格を満たしていない場合は、こ

の限りでない。 

２．技術資料の 

作成等 

(1) 入札の参加希望者は、技術資料 総評第１号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式を作成すること。 

(2) 提出する技術資料等は、次のとおりである。 

① 施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見（総評第１号様式） 

② 過去５年間の同種・類似工事の施工実績（総評第２号様式） 

③ 配置予定技術者の資格・成績評定調書（総評第３号様式） 

④ 地場企業の活用（計画）（総評第６号様式） 

⑤ 提出資料チェックリスト（総評第４号様式） 

(3) 総評第１号様式の「施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見」については、「施工上配慮すべき事項」に

記載している課題に対する所見を求めるものとする。 

(4) 提出部数は１部とする。 

(5) 提出された技術資料等は返却しない。 

３．評価の担保  落札者決定に反映された技術資料に不正な記載が認められた場合は、指名停止を行うことがある。また、履行

すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工事成績評定の減点対象とするとともに、不正又は不誠実

な行為が認められた場合は、指名停止を行うことがある。 

４．配置予定技 

術者について 

(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 

(2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技

術者を別に配置すること。 

(3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。 

 



【簡易型】

各項目
点数

大項目

簡易な
施工計画

施工上配慮すべき事項に係
わる技術的所見

発注者が指定した施工上の課題への対応の
的確度 10.0 10.0

①主任技術者
（監理技術者）
として従事した
場合

②１級の国家
資格を保有す
る現場代理人
として従事した
場合

3.0 2.5

2.5 2.0

2.0 1.5

1.5 1.0

1.0 0.5

0.5 0.0

0.0 0.0

1.5

評
価
項
目

1.0

4.0

2.0

1.0

0.0

1.0

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、工事成績評定と資格の有無の評定点合計が低い者で
評価する。

配置予定
技術者

施工実績

①主任技術者（監理技術者）として従事した
者を配置予定技術者とする場合は、本市発
注工事において平成22年度から26年度に獲
得した工事成績評定点の最高点

②１級の国家資格を保有する現場代理人と
して従事した者を配置予定技術者とする場
合は、本市発注工事において平成23年度か
ら26年度に獲得した工事成績評定点の最高
点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事

加算点満点

資格の有無

１級の国家資格を保有する技術者

2.0２級の国家資格を保有する技術者

登録あり
0.5

登録なし

0.5

0.0

3.0

0.5

2.0

障害者雇用の有無
あり

なし

0.5

0.0

本市との「災害時の応急対策に関する基本
協定書」締結の有無

締結あり 0.5

締結なし

10.0
～
0.0

15.0

①ISO９００１
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
①、②の認証の取得状況

両方とも取得済み

1.0どちらか片方を取得済み

未取得

0.5

0.0

2.5

2.0

0.0

本市以外の公共機関発注工事で
予定価格５千万円以上の実績あり 1.0

８５点以上 3.0

本市工事で
予定価格３千万円以上の実績あり 1.0

0.0

（別表１）平成２７年度久留米市総合評価入札　評価項目、評価基準及び配点一覧表

３千万円＜今年度受注額≦７千万円

評価基準
評価内容

分類 評価項目

0.5

本市工事で
予定価格５千万円以上の実績あり

その他の実績

０円＜今年度受注額≦３千万円

５人以上

0.5

0.0

配点

評価点数

30.0

７７．５点以上８０点未満

８２．５点以上８５点未満

７千万円＜今年度受注額≦１億５千万円

工事成績評定

本市発注工事の平成22年度から26年度の工
事成績評定の平均点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事（解体工
事を除く）

優良業者表彰の有無
平成21年度から25年度施工工事において本
市の優良工事施工業者表彰の有無

入札締切日において配置予定技術者が保
有する資格

同種・類似工事の施工実績

指名停止措置
平成24年度から27年度の久留米市指名停止
等措置要綱に基づく措置の有無

今年度受注額

※受注額は税抜き額

男女共同参画推進（子育て支
援）

防災協定の有無

福岡県「子育て応援宣言」登録の有無

手持ち工事量

７２．５点以上７５点未満

企業の
施工能力

７５点以上７７．５点未満

平成22年度から26年度の同種・類似工事の
施工実績
（平成27年3月31日までに完了した工事）
（ＪＶの場合、出資比率が２０％以上ある工事）

表彰の実績なし

表彰の実績あり

0人

１億５千万円＜今年度受注額

７２．５点未満（工事成績無し）

技術者の雇用数 １級の国家資格を保有する技術者の数

品質管理･環境マネジメントシ
ステムの取り組み状況

上記以外

８０点以上８２．５点未満

８２．５点以上８５点未満

７７．５点以上８０点未満

７５点以上７７．５点未満

７２．５点以上７５点未満

７２．５点未満（工事成績無し）

特定の課題に対して現場条件を踏まえた有
効な提案がなされているか

5.0

１人～４人

2.0

3.0

受けたことがある

受けたことがない

８０点以上８２．５点未満

1.0

今年度受注額＝０円

0.5

0.5

８５点以上

障害者の雇用

4.0

1.0

0.5

0.5

1.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.5

0.5

2.0

1.0

0.0

地場企業の活用

市内企業の請負率＝市内企業（自社を含
む）の請負価格÷工事請負価格

※請負価格は税抜き額

市内企業の請負率が８０％以上 1.0

市内企業の請負率が５０％以上８０％未満 0.5

上記以外 0.0

消防団員の雇用 消防団員雇用の有無
あり 0.5

なし 0.0



番号 備考

１

２

３

４

５ 同日落札本数制限により無効

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

（株）郷原組 119,400,000

（株）行徳組

（株）龍乃組

東雲建設（株）

　第　　企下整０３７　　号 工　種起工番号

平成　　年　　月　　日迄　　　

土木一式工事

¥128,952,000

総務部契約課入札室

（株）郷原組 契約金額

備　考

入札価格

119,600,000

落札または
決定業者

工事名 （特環）公共下水道管渠布設第１工区工事

（株）行徳建設

入札場所

　契約締結の翌日から起算して　２３５日間

現場説明
日　時

履
行
期
間

平成　　年　　月　　日～　　　

上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

平成　　年　　月　　日　　時　　分

評価値＝技術評価点／入札価格×定数（１，０００，０００）

商　号　又　は　名　称 評価値

予定価格
（消費税（相当額）抜き）

¥119,622,000
最低制限価格
（消費税（相当額）抜き）

¥103,532,000

工事場所 田主丸町豊城

　無し

入札日時 平成２７年　６月２６日　９時３５分

0.95477387

技術評価点

契約事務規則第12条第1項第1号により無効

入札・見積結果等公表簿

0.92391304110.50

114.00

契約事務規則第12条第1項第8号により無効

119,300,000 115.00 0.96395641



 
（３）多目的運動広場整備（その２）工事【総合評価方式条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 本工事は久留米市上津町に位置する瞳ヶ池の跡地利用計画として、高良台演習場周辺地

区の緊急避難場所、または地域住民の憩いの場及びスポーツ振興を図るため多目的運動

広場を整備するものです。 
 
【工事概要】 
◇ 盛土にて敷地造成し、サッカー場、グラウンドゴルフ場、駐車場などを整備する。 
 



 
第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 多目的運動広場整備（その２）工事 

工事場所 上津町 

工事概要 

敷地造成盛土工 Ｖ＝２，８３０ｍ３ 
地盤改良工 Ａ＝３，９６８ｍ２ 
アスファルト舗装工 Ａ＝１，４３０ｍ２ 
芝生舗装（サッカー場） Ａ＝４，５３６ｍ２ 
クレイ舗装（グラウンドゴルフ場） Ａ＝２，１５０ｍ２ 
排水構造物工 Ｌ＝４４４．２ｍ 
植栽工（新植・移植） 一式 

予定価格 １２３，５９４，１２０円（税込） 

入札方法 総合評価方式【簡易型】条件付一般競争入札 

構成  単独 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  土木一式工事・１位希望 

ランク Ｂ 

建設業許可  特定建設業 

技術者  監理技術者・専任 

入札参加資格 
（工事発注表参照） 

 

その他  

入札参加業者数 ３者 

入札参加資格者 Ｂ３７者 

見積期間 １５日 

落札決定 総合評価 
入札の経緯及 
び結果の説明 ６月８日：公告 

６月２２日：入札書の提出締切 
６月２６日：開札 

 
 



平成２７年６月８日 久留米市公告第 ９５ 号に基づく工事発注表 

入札番号 ２６－５          【電子入札案件】 

工事の発注方式 本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。 

業種 土木一式工事 

工事名 多目的運動広場整備（その２）工事  

工事場所 久留米市  上津町 

工期 ２５０日間 

予定価格 １２３，５９４，１２０円(税込)    【入札書比較価格】  １１４，４３９，０００円(税抜) 

最低制限価格 １０７，０７９，８４０円(税込)    【最低制限比較価格】  ９９，１４８，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 平成２７年６月２６日（金） １０時００分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階）  

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 支払条件 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加条件 ・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米

市競争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市の競

争入札参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に登載されている者であること。 

・名簿に土木一式工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＢランクであること。 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けていて、

名簿に当該許可を受けていることが登載されていること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）

及び営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い監理技術者として専任

で配置できること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置で

きること。 

※現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確

認すること。 

入札参加必要書類 ・入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

※入札金額積算内訳書の記載方法については、「入札金額積算内訳書の取扱いについて」を確認すること。 

・技術資料（総評第１号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式。次ページ「２．技術資料の作成等」

を参照）及び添付資料 

・配置予定技術者等調書（第９号様式） 

入札方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但し、

パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、事前に紙入札方式参加届出書を提出すること

により、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 

入札書受付期間 ： 平成２７年６月１７日（水） ８時３０分 から 

         平成２７年６月２２日（月） ２０時００分（システム終了時）まで 

(2) 入札を行う際は、電子入札システムにより、入札金額積算内訳書（１ファイル・データ）を添付す

ること。 

(3) 技術資料および配置予定技術者等調書は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ

郵送すること。なお、封筒には、表面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、

住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 

締切日時 ： 平成２７年６月２２日（月） ２４時００分（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課 

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 



入札の無効 

(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しくない

場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。総評第 1号様式（「施工上配慮すべき事

項に係わる技術的所見」）を未記入のまま提出した場合。 

(3)  久留米市電子入札運用基準（平成２４年契第３８０号）第１４条第１項各号のいずれかに該当する

入札。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約

事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２７年６月１６日（火） １７時１５分 まで 

工事施工課 （環境部 建設課 Fax 番号 ０９４２－３０－９７１５） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注意く

ださい。 



１．総合評価に 

関する事項等 

(1) 総合評価の方法 

入札に参加しようとする者は、「２．技術資料の作成等」に掲げる技術資料等を提出することとし、提出され

た技術資料等に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 

(2) 評価項目及び評価基準は、「（別表１） 平成 27 年度 久留米市 総合評価入札 評価項目、評価基準及び

配点一覧表【簡易型】」（以下「別表１」という。）によるものとする。 

(3) 評価値の算出方法 

① 評価値は、次の算出方法により算出する。 

ア 評価値＝技術評価点／入札価格×（定数 1,000,000） 

イ 技術評価点＝標準点＋加算点 

なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第８位まで表示する。（小数第９位を四捨五入） 

② 技術評価点 

競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（１００点）を与え、さらに「別表１」により評価した評

価項目について、３０点の範囲で加算点を加える。 

③ 加算点の算出方法 

「別表１」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。 

(4) 落札者の決定方法 

① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、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

有効な価格をもって申込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。ただし、評価値の最

も高い者が２者以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、く

じにより落札候補者を決定するものとする。 

② 落札候補者が競争入札参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者を落札者

として決定するものとする。ただし、当該競争入札参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補者

を除いて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有効な価格をもって申込みをした者のうち

評価値の最も高い者であって、かつ、競争入札参加資格を有する者を落札者として決定するものとする。 

③ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して４日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まな

い。）以内に行うものとする。ただし、評価値の最も高い者が競争入札参加資格を満たしていない場合は、こ

の限りでない。 

２．技術資料の 

作成等 

(1) 入札の参加希望者は、技術資料 総評第１号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式を作成すること。 

(2) 提出する技術資料等は、次のとおりである。 

① 施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見（総評第１号様式） 

② 過去５年間の同種・類似工事の施工実績（総評第２号様式） 

③ 配置予定技術者の資格・成績評定調書（総評第３号様式） 

④ 地場企業の活用（計画）（総評第６号様式） 

⑤ 提出資料チェックリスト（総評第４号様式） 

(3)  総評第１号様式の「施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見」については、「施工上配慮すべき事項」

に記載している課題に対する所見を求めるものとする。 

(4) 提出部数は１部とする。 

(5) 提出された技術資料等は返却しない。 

３．評価の担保 落札者決定に反映された技術資料に不正な記載が認められた場合は、指名停止を行うことがある。また、履行

すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工事成績評定の減点対象とするとともに、不正又は不誠実

な行為が認められた場合は、指名停止を行うことがある。 

４．配置予定技 

術者について 

(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 

(2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技

術者を別に配置すること。 

(3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。 

 



【簡易型】

各項目
点数

大項目

簡易な
施工計画

施工上配慮すべき事項に係
わる技術的所見

発注者が指定した施工上の課題への対応の
的確度 10.0 10.0

①主任技術者
（監理技術者）
として従事した
場合

②１級の国家
資格を保有す
る現場代理人
として従事した
場合

3.0 2.5

2.5 2.0

2.0 1.5

1.5 1.0

1.0 0.5

0.5 0.0

0.0 0.0

1.5

評
価
項
目

1.0

4.0

2.0

1.0

0.0

1.0

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、工事成績評定と資格の有無の評定点合計が低い者で
評価する。

配置予定
技術者

施工実績

①主任技術者（監理技術者）として従事した
者を配置予定技術者とする場合は、本市発
注工事において平成22年度から26年度に獲
得した工事成績評定点の最高点

②１級の国家資格を保有する現場代理人と
して従事した者を配置予定技術者とする場
合は、本市発注工事において平成23年度か
ら26年度に獲得した工事成績評定点の最高
点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事

加算点満点

資格の有無

１級の国家資格を保有する技術者

2.0２級の国家資格を保有する技術者

登録あり
0.5

登録なし

0.5

0.0

3.0

0.5

2.0

障害者雇用の有無
あり

なし

0.5

0.0

本市との「災害時の応急対策に関する基本
協定書」締結の有無

締結あり 0.5

締結なし

10.0
～
0.0

15.0

①ISO９００１
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
①、②の認証の取得状況

両方とも取得済み

1.0どちらか片方を取得済み

未取得

0.5

0.0

2.5

2.0

0.0

本市以外の公共機関発注工事で
予定価格５千万円以上の実績あり 1.0

８５点以上 3.0

本市工事で
予定価格３千万円以上の実績あり 1.0

0.0

（別表１）平成２７年度久留米市総合評価入札　評価項目、評価基準及び配点一覧表

３千万円＜今年度受注額≦７千万円

評価基準
評価内容

分類 評価項目

0.5

本市工事で
予定価格５千万円以上の実績あり

その他の実績

０円＜今年度受注額≦３千万円

５人以上

0.5

0.0

配点

評価点数

30.0

７７．５点以上８０点未満

８２．５点以上８５点未満

７千万円＜今年度受注額≦１億５千万円

工事成績評定

本市発注工事の平成22年度から26年度の工
事成績評定の平均点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事（解体工
事を除く）

優良業者表彰の有無
平成21年度から25年度施工工事において本
市の優良工事施工業者表彰の有無

入札締切日において配置予定技術者が保
有する資格

同種・類似工事の施工実績

指名停止措置
平成24年度から27年度の久留米市指名停止
等措置要綱に基づく措置の有無

今年度受注額

※受注額は税抜き額

男女共同参画推進（子育て支
援）

防災協定の有無

福岡県「子育て応援宣言」登録の有無

手持ち工事量

７２．５点以上７５点未満

企業の
施工能力

７５点以上７７．５点未満

平成22年度から26年度の同種・類似工事の
施工実績
（平成27年3月31日までに完了した工事）
（ＪＶの場合、出資比率が２０％以上ある工事）

表彰の実績なし

表彰の実績あり

0人

１億５千万円＜今年度受注額

７２．５点未満（工事成績無し）

技術者の雇用数 １級の国家資格を保有する技術者の数

品質管理･環境マネジメントシ
ステムの取り組み状況

上記以外

８０点以上８２．５点未満

８２．５点以上８５点未満

７７．５点以上８０点未満

７５点以上７７．５点未満

７２．５点以上７５点未満

７２．５点未満（工事成績無し）

特定の課題に対して現場条件を踏まえた有
効な提案がなされているか

5.0

１人～４人

2.0

3.0

受けたことがある

受けたことがない

８０点以上８２．５点未満

1.0

今年度受注額＝０円

0.5

0.5

８５点以上

障害者の雇用

4.0

1.0

0.5

0.5

1.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.5

0.5

2.0

1.0

0.0

地場企業の活用

市内企業の請負率＝市内企業（自社を含
む）の請負価格÷工事請負価格

※請負価格は税抜き額

市内企業の請負率が８０％以上 1.0

市内企業の請負率が５０％以上８０％未満 0.5

上記以外 0.0

消防団員の雇用 消防団員雇用の有無
あり 0.5

なし 0.0



番号 備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

¥113,400,000

総務部契約課入札室

契約金額

（株）小椎尾組

（株）豊栄工業

（株）加月組

工事名 多目的運動広場整備（その２）工事

　第　　環総００３　　号 工　種起工番号

平成　　年　　月　　日迄　　　

土木一式工事

上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

平成　　年　　月　　日　　時　　分

評価値＝技術評価点／入札価格×定数（１，０００，０００）

商　号　又　は　名　称

備　考

入札価格

落札または
決定業者

（株）豊栄工業

上津町

　無し

入札日時 平成２７年　６月２６日　１０時００分
入札場所

　契約締結の翌日から起算して　２５０日間

現場説明
日　時

履
行
期
間

平成　　年　　月　　日～　　　

予定価格
（消費税（相当額）抜き）

¥114,439,000
最低制限価格
（消費税（相当額）抜き）

¥99,148,000

工事場所

評価値

115.00 1.09523810

契約事務規則第12条第1項第8号により無効

105,000,000

技術評価点

114,200,000

入札・見積結果等公表簿

0.99168126113.25



 
（４）南部浄化センター電気設備改築工事【総合評価方式条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 南部浄化センターは平成６年に供用開始され２１年が経過し各設備が耐用年数を超え

てきています。今回の工事は、下水道処理施設の中枢を担う集中監視制御をしている電

気設備を一括して入れ替えるものです。 
 
【工事概要】 
◇ 管理棟、水処理棟、汚泥処理棟のコントロールセンタをはじめとする電気設備を更新す

る。 
 
【特記事項】 
◇ １億５千万円以上の建設工事の入札制限（該当工事の手持ち１本）の対象外工事として

発注した。 
 



 
第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 南部浄化センター電気設備改築工事 

工事場所 安武町住吉 

工事概要 

管理棟電気設備更新 
 コントロールセンタ １２面、補助継電器盤 ５面、コントローラ盤 ２面 
中央操作卓 ２面、ＬＣＤ監視制御装置 ２組 

水処理棟電気設備更新 
 コントロールセンタ １５面、補助継電器盤 １２面 
汚泥処理棟電気設備更新 
 コントロールセンタ ２１面、補助継電器盤 １５面 

予定価格 ８７５，１４５，６００円（税込） 

入札方法 総合評価方式【簡易型】条件付一般競争入札 

構成  ３者ＪＶ 

市内・市外  市外１者＋市内２者 

業種・希望順位  電気工事・１位希望 

ランク Ａ（市外）、Ｂ（市内） 

建設業許可  特定建設業 

技術者  監理技術者・専任 

入札参加資格 
（工事発注表参照） 

その他 

１億５千万円以上の建設工事の入札制限（該当工事の手持ち

１本）の対象外 
終末処理場での、監視制御装置およびコントロールセンタを自

社で製作し設置する工事の竣工実績（ＪＶ代表者） 

入札参加業者数 １者 

入札参加資格者 Ｂ１０者 

見積期間 １５日 

落札決定 総合評価 
入札の経緯及 
び結果の説明 ５月１８日：公告 

６月１日：入札書の提出締切 
６月８日：開札 

 



平成２７年５月１８日 久留米市企業局公告第 １６ 号に基づく工事発注表 

入札番号 ５－８          【郵便入札案件】 

工事の発注方式 本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。 

工種 電気工事 

工事名 南部浄化センター電気設備改築工事  

工事場所 安武町住吉 

工期 ６１０日間 

予定価格 ８７５，１４５，６００円(税込)    【入札書比較価格】  ８１０，３２０，０００円(税抜) 

最低制限価格 ７８７，６３１，０４０円(税込)    【最低制限比較価格】 ７２９，２８８，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 平成２７年６月５日（金） １０時２０分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１５％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階）  

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 
支払条件 

部分払 １回 ただし、中間前払金の支払を受けている場合は、部分払の請求をすることはで

きない。（会計年度末における部分払を除く。） 

議会の議決 不要 

参加条件（入札制限

の適用除外） 

予定価格１億５千万円以上の建設工事の入札制限の対象外工事 
平成２７年４月１日久留米市公告第５２号第１条(5)の規定による入札制限は、同規定のなお書きにより本工事

には適用しないものとする。すなわち、現在、久留米市、久留米市企業局又は六ツ門８番街地区市街地再開発

組合発注の予定価格 1 億 5 千万円以上の建設工事を受注（施工中）している者も、本工事の入札に参加できる。 

参加条件（共同企業

体の構成条件） 

入札に参加できる者は、次に掲げる資格要件を全て満たした特定建設工事共同企業体とする。なお構成員は、

同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員になれないものとする。 
(1) 共同企業体を構成する者の数は３者とする。 
(2) 入札に参加しようとする者の間（特定 JV の代表者と代表者以外の構成員間も含む）の関係が、以下のい

ずれの場合にも該当しないこと。（ただし、以下のいずれかの関係に該当する者の全てが共同企業体の代表者

以外の構成員である場合を除く。） 
ア  親会社と子会社の関係にある場合 
イ  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
ウ  ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 
※ 親会社と子会社：会社法第２条第３号、第４号及び会社法施行規則第３条の規定による。 
※ 役員：①会社の代表権を有する取締役（代表取締役）②取締役（社外取締役・非常勤取締役を含む） 
※ 管財人：会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人 

(3) 各構成員が、２０％以上の出資比率であること。 
なお、代表者の出資比率はその他の構成員を超えること。 

(4) 特定建設工事共同企業体の存続期間 
①  当該工事の落札者となった場合 

当該工事に係る請負契約履行後３ヵ月を経過した日まで 
②  当該工事の落札者とならなかった場合 

当該工事に係る請負契約が締結された日まで 



参加条件（構成員の

条件） 

代表者（次に掲げる要件を全て満たしていること） 

・入札書の締切時点で、福岡県内に営業所（建設業法第３条第１項による）を有し、かつ久留米市競争入札参

加有資格者名簿（久留米市競争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規

定する久留米市の競争入札参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に当該営業所が登載されている者で

あること。 

・名簿に電気工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＡランクであること。 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、電気工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に当

該許可を受けていることが登載されていること。 

・平成１７年４月１日以降、官公庁等発注の、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第１項第６号に規

定する終末処理場における、監視制御装置およびコントロールセンタを自社で製作し設置する新築または改築

工事について、元請として竣工した実績を有すること。なお、共同企業体の場合は、代表者としての実績に限

る。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）及び

営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い監理技術者として専任で配置で

きること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できる

こと。 

 

その他の構成員（２者とも、それぞれ次に掲げる要件を全て満たしていること） 

・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米市競

争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市の競争入札参

加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に当該営業所が登載されている者であること。 

・名簿に電気工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＢランクであること。 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、電気工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に当

該許可を受けていることが登載されていること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）及び

営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い監理技術者として専任で配置で

きること。 

※現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確認す

ること。 

入札参加必要書類 

・入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

・技術資料（総評第１号様式～総評第６号様式。「２．技術資料の作成等」を参照）及び添付資料 

※ 代表者 総評第１号様式、総評第４号様式～総評第６号様式 

※ その他の構成員 総評第２号様式及び総評第３号様式 

※ 代表者については、入札書締切日時点で有効な「経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）」

を添付すること。 

※ 代表者でＩＳＯ １４００１の認証登録が無く、エコアクション２１の認証登録を受けている者はエコ

アクション２１の認証登録証の写しを添付すること。 

・特定建設工事共同企業体協定書（第２号様式） 

※必要事項を記入･押印し、袋綴じのうえ４部提出すること。 

・特定建設工事共同企業体構成員間用の委任状 

・同種工事実績調書（第５号様式の１） 

※ 監視制御装置およびコントロールセンタに係る工場試験の成績表及び立会写真を添付すること。 

入札方法 

(1) 入札参加を希望する場合は、入札書及び入札金額積算内訳書を、長形３号サイズの封筒に封入すること。 

(2)  (1)の封筒及びその他の入札参加必要書類（技術資料、特定建設工事共同企業体協定書、特定建設工事共

同企業体構成員間用の委任状並びに同種工事実績調書）を、角形２号サイズの封筒に封入し、一般書留又は簡

易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。 

締切日時 ： 平成２７年６月１日（月） ２４時００分（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課 

(3)  (1)及び(2)いずれの封筒にも、表面に入札番号、工事名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者

名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 

設計図書等の配布方

法 
「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 

入札の無効 

(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しくない場合。

入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。総評第１号様式（「施工上配慮すべき事項に

係わる技術的所見」）を未記入のまま提出した場合。 

(3) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約事務

規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。 



開札の立会い 
開札の立会人は、開札日の前日までに決定し連絡をするので、選ばれた場合は開札時間までに開札場所に来る

こと。 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２７年５月２６日（火） １７時１５分 まで 

工事施工課 （下水道施設課 Fax 番号 ０９４２－３９－１１５５） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注意くださ

い。 



 
１．総合評価に

関する事項等 

(1) 総合評価の方法 

入札に参加しようとする者は、「２．技術資料の作成等」に掲げる技術資料等を提出することとし、提出さ

れた技術資料等に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 

(2) ① 代表者の評価項目及び評価基準は、「（別表１） 平成 27 年度 久留米市 総合評価入札 評価項目、

評価基準及び配点一覧表【簡易型】【代表者】」によるものとする。 

② その他の構成員の評価項目及び評価基準は、「（別表２） 平成 27 年度 久留米市 総合評価入札 評価

項目、評価基準及び配点一覧表【簡易型】【構成員】」によるものとする。 

(3) 評価値の算出方法 

① 評価値は、次の算出方法により算出する。 

ア 評価値＝技術評価点／入札価格×（定数 1,000,000） 

イ 技術評価点＝標準点＋共同企業体加算点 

なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第８位まで表示する。（小数第９位を四捨五入） 

② 技術評価点 

競争入札参加資格を満たす全共同企業体に標準点（１００点）を与え、さらに３０点の範囲で共同企業体

加算点を与える。 

③ 共同企業体加算点の算出方法 

  代表者が作成した『簡易な施工計画』の評価点に代表者、その他の構成員それぞれの『企業の施工能力』・

『配置予定技術者』の評価点を合計した値の平均値を加えた点数を共同企業体加算点とする。 

 (4) 落札者の決定方法 

① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、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

有効な価格をもって申込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。ただし、評価値の最

も高い者が２者以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、く

じにより落札候補者を決定するものとする。 

② 落札候補者が競争入札参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者を落札者

として決定するものとする。ただし、当該競争入札参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補者

を除いて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有効な価格をもって申込みをした者のう

ち評価値の最も高い者であって、かつ、競争入札参加資格を有する者を落札者として決定するものとする。 

③ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して４日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まな

い。）以内に行うものとする。ただし、評価値の最も高い者が競争入札参加資格を満たしていない場合は、

この限りでない。 

２．技術資料の

作成等 

(1)  入札の参加希望者は、技術資料 総評第１号様式～総評第６号様式（代表者は総評第１号様式及び総評第

４号様式～総評第６号様式、その他の構成員は総評第２号様式及び総評第３号様式）を作成すること。 

(2) 提出する技術資料等は、次のとおりである。 

① 施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見（総評第１号様式） 

② 配置予定技術者の資格・施工実績（総評第５号様式） 

③ 過去５年間の同種・類似工事の施工実績（総評第２号様式） 

④ 配置予定技術者の資格・成績評定調書（総評第３号様式） 

⑤ 地場企業の活用（計画）（総評第６号様式） 

⑥ 提出資料チェックリスト（総評第４号様式） 

(3) 総評第１号様式の「施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見」については、「施工上配慮すべき事項」に

記載してある課題とし、当該課題に対する所見を求めるものとする。（代表者が当該共同企業体の代表とし

て作成すること。） 

(4) 提出部数は代表者及びその他の構成員それぞれ１部とする。 

(5) 提出された技術資料等は返却しない。 

３．評価の担保 落札者決定に反映された技術資料の内容のうち、履行すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工

事成績評定の減点対象とする。あわせて、不正又は不誠実な行為があったものとして、指名停止を行うことがあ

る。 

４．配置予定技 

術者について 

(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 

(2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技

術者を別に配置すること。 

(3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。 

 



【簡易型】 【代表者】

評価内容
各項目
点数

大項目

簡易な
施工計画

施工上配慮すべき事項に係
わる技術的所見

発注者が指定した施工上の課題への対応の
的確度

特定の課題に対して現場条件を踏まえた有効
な提案がなされているか 10.0 10.0

２３００点以上

２１００点以上２３００点未満

１９００点以上２１００点未満

１７００点以上１９００点未満

１５００点以上１７００点未満

１３００点以上１５００点未満

１１００点以上１３００点未満

１１００点未満

２２００点以上

２０００点以上２２００点未満

１８００点以上２０００点未満

１６００点以上１８００点未満

１６００点未満

１３００点以上

１２００点以上１３００点未満

１１００点以上１２００点未満

１１００点未満

市内企業の請負率が８０％以上

市内企業の請負率が５０％以上８０％未満

上記以外

両方とも取得済み

どちらか片方を取得済み

未取得

受けたことがない

受けたことがある

久留米市内に主たる営業所を有する者

久留米市内に従たる営業所を有する者で、当
該営業所に入札等権限の委任をする者

上記以外

①主任技術者（監
理技術者）として
従事した場合

②１級の国家資格
を保有する現場
代理人として従事
した場合

施工実績あり 2.0 1.0

施工実績なし 0.0 0.0

１級の国家資格を保有する技術者

２級の国家資格を保有する技術者

上記以外 0.0

（別表1）平成２７年度久留米市総合評価入札　評価項目、評価基準及び配点一覧表

1.5

平成24年度から27年度の久留米市指名停止
等措置要綱に基づく措置の有無

0.5

0.5

0.0

1.0

評価項目

配置予定
技術者

30.0

4.0

2.0

2.0

3.0

1.0

2.0

0.5

施工実績

1.0

3.0

0.0

3.0

1.0

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

3.0

経営規模等評価結果通知書に掲載される完
成工事高評点(Ｘ１)

工事の種類は、電気とする。

指名停止措置

経営状況

元請完成工事高及び技術職
員数

経営規模等評価結果通知書に掲載される経
営状況評点(Ｙ)

分類 評価基準
評価点数

1.0

配点

16.0

評
価
項
目

入札締切日において配置予定技術者が保
有する資格

営業所の所在地

配置技術者の同種・類似工事施工実績

10.0
～
0.0

2.0

1.5

0.0

3.5

2.5

0.5

3.0

企業の
施工能力

0.5

0.0

経営規模等評価結果通知書に掲載される元
請数完成工事高及び技術職員数の評点(Z)

工事の種類は、電気とする。

4.0

完成工事高

地域精通度

1.0

0.0

1.0

4.0

3.0

3.5

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、配置予定技術者の施工実績と資格の有無の評定点合計
が低い者で評価する。

①ISO９００１
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
①、②の認証の取得状況

地場企業の活用

市内企業の請負率＝市内企業（自社を含
む）の請負価格÷工事請負価格

※請負価格は税抜き額

加算点満点

資格の有無

品質管理･環境マネジメントシ
ステムの取り組み状況



【簡易型】 【構成員】

各項目
点数

大項目

①主任技術者
（監理技術者）
として従事した
場合

②１級の国家
資格を保有す
る現場代理人
として従事した
場合

3.0 2.5

2.5 2.0

2.0 1.5

1.5 1.0

1.0 0.5

0.5 0.0

0.0 0.0

１級の国家資格を保有する技術者の数

５人以上

（別表２）　平成２７年度久留米市総合評価入札　評価項目、評価基準及び配点一覧表

0人 0.0

技術者の雇用数

評
価
項
目

1.0

4.0

2.0

消防団員の雇用 消防団員雇用の有無
あり 0.5

なし 0.0

0.5

1.0

0.0

男女共同参画推進（子育て支
援）

福岡県「子育て応援宣言」登録の有無
登録あり

市内企業の請負率＝市内企業（自社を含
む）の請負価格÷工事請負価格

※請負価格は税抜き額

0.0

表彰の実績なし

表彰の実績あり

0.0

市内企業の請負率が８０％以上 1.0

市内企業の請負率が５０％以上８０％未満 0.5

入札締切日において配置予定技術者が保
有する資格

上記以外

2.0２級の国家資格を保有する技術者

1.0

0.5

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、工事成績評定と資格の有無の評定点合計が低い者で
評価する。

配置予定
技術者

施工実績

①主任技術者（監理技術者）として従事した
者を配置予定技術者とする場合は、本市発
注工事において平成22年度から26年度に獲
得した工事成績評定点の最高点

②１級の国家資格を保有する現場代理人と
して従事した者を配置予定技術者とする場
合は、本市発注工事において平成23年度か
ら26年度に獲得した工事成績評定点の最高
点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事

加算点満点

資格の有無

１級の国家資格を保有する技術者

1.0

0.5
0.0

0.5

1.0

1.0

0.5

0.0

本市工事で
予定価格３千万円以上の実績あり

1.5

８０点以上８２．５点未満

本市以外の公共機関発注工事で
予定価格５千万円以上の実績あり 1.0

1.0

2.5

2.0

3.0

評価基準
評価内容

分類 評価項目
配点

評価点数

20.0

７７．５点以上８０点未満

８２．５点以上８５点未満

７千万円＜今年度受注額≦１億５千万円

工事成績評定

本市発注工事の平成22年度から26年度の
工事成績評定の平均点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事（解体工
事を除く）

優良業者表彰の有無
平成21年度から25年度施工工事において
本市の優良工事施工業者表彰の有無

あり

７２．５点以上７５点未満

同種・類似工事の施工実績

指名停止措置
平成24年度から27年度の久留米市指名停
止等措置要綱に基づく措置の有無

今年度受注額

※受注額は税抜き額

品質管理･環境マネジメントシ
ステムの取り組み状況

障害者雇用の有無

防災協定の有無
本市との「災害時の応急対策に関する基本
協定書」締結の有無

①ISO９００１
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
①、②の認証の取得状況

地場企業の活用

企業の
施工能力

７５点以上７７．５点未満

平成22年度から26年度の同種・類似工事の
施工実績
（平成27年3月31日までに完了した工事）
（ＪＶの場合、出資比率が２０％以上ある工
事）

障害者の雇用

手持ち工事量

受けたことがない

８５点以上

両方とも取得済み

どちらか片方を取得済み

締結なし

７２．５点未満（工事成績無し）

８２．５点以上８５点未満

締結あり

未取得

なし

登録なし

１人～４人

上記以外

0.5

5.0

2.0

1.0

0.0

3.0

15.0

1.00.5

0.0

７２．５点未満（工事成績無し）

８５点以上

0.5

0.0受けたことがある

７７．５点以上８０点未満

７５点以上７７．５点未満

７２．５点以上７５点未満

８０点以上８２．５点未満

0.5

0.5

4.0

0.5

3.0

0.0

0.5

0.5
0.5

0.0

2.0

3.0

３千万円＜今年度受注額≦７千万円

１億５千万円＜今年度受注額

本市工事で
予定価格５千万円以上の実績あり

その他の実績

今年度受注額＝０円

０円＜今年度受注額≦３千万円

2.0

0.0



番号 立会人 備考

１ ○

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

入札・見積結果等公表簿

評価値

0.14249383115.42

技術評価点

予定価格
（消費税（相当額）抜き） \810,320,000

最低制限価格
（消費税（相当額）抜き） \729,288,000

　契約締結の翌日から起算して　６１０日間

現場説明
日　時

履
行
期
間

平成　　年　　月　　日～　　　

上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

平成　　年　　月　　日　　時　　分

評価値＝技術評価点／入札価格×定数（１，０００，０００）

商　号　又　は　名　称

備　考

入札価格

810,000,000

　無し

電気工事

\874,800,000

総務部契約課入札室

工事名 南部浄化センター電気設備改築工事

　第　　下浄００１　　号 工　種起工番号

工事場所 安武町住吉

落札または
決定業者

メタウォーター・筑後・西日本
特定建設工事共同企業体

契約金額

平成　　年　　月　　日迄　　　
入札日時 平成２７年　６月　５日１０時２０分

入札場所

メタウォーター・筑後・西日本特定建設工事共同企業体



 
（５）屏水中学校校舎改築機械設備工事【総合評価方式条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 中学校校舎棟の改築を行い生徒の学習環境を改善する。 
 
【工事概要】 
◇ 既設校舎解体および新校舎の建築工事に付帯する機械設備工事（衛生器具・給排水・空

調設備等）を行なう。 
 



 
第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 屏水中学校校舎改築機械設備工事 

工事場所 山本町耳納 

工事概要 

既設校舎の解体工事に伴う機械設備工事 
鉄筋コンクリート造３階建約３，３００ｍ２、鉄骨造約１００ｍ２、木造約５０ｍ２ 

仮階段・便所棟の建設・解体工事に伴う機械設備工事 
 鉄筋造３階建約３００ｍ２ 
新校舎の建設工事に伴う機械設備工事 
 鉄筋コンクリート造３階建約４，５００ｍ２ 
 
※機械設備工事概要 
 衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、消火設備、換気設備、 

空調設備 

予定価格 １４０，９３３，５２０円（税込） 

入札方法 総合評価方式【特別簡易型】条件付一般競争入札 

構成  ２者ＪＶ 

市内・市外  市内２者 

業種・希望順位 管工事・１位希望 

ランク Ｂ 

建設業許可  特定建設業 

技術者  監理技術者・専任 

入札参加資格 
（工事発注表参照） 

その他  

入札参加業者数 １者 

入札参加資格者 Ｂ１４者 

見積期間 １５日 

落札決定 総合評価 
入札の経緯及 
び結果の説明 ６月８日：公告 

６月２２日：入札書の提出締切 
６月２６日：開札 

 
 



平成２７年６月８日 久留米市公告第 ９５ 号に基づく工事発注表 

入札番号 ２６－１２         【電子入札案件】 

工事の発注方式 本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。 

業種 管工事 

工事名 屏水中学校校舎改築機械設備工事  

工事場所 久留米市  山本町耳納 

工期 本体工事完了日 まで 

予定価格 １４０，９３３，５２０円(税込)    【入札書比較価格】  １３０，４９４，０００円(税抜) 

最低制限価格 １２６，４７５，５６０円(税込)    【最低制限比較価格】 １１７，１０７，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 平成２７年６月２６日（金） １０時５０分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階）  

予算の年割額 各年度における予算の年割額は、概ね次の割合による。 

平成２７年度３１％、平成２８年度３４％、平成２９年度３５％ 

前払金 有り （各年度の年割額の４０％以内） 

中間前払金 有り （各年度の年割額の２０％以内） 支払条件 

部分払 平成２７年度２回、平成２８年度２回、平成２９年度２回 

但し、中間前払金の支払を受けた場合は、会計年度末を除いて部分払を請求すること

はできない。なお、部分払金額は、その出来高の９割を超えることができない。 

議会の議決 不要 

参加条件（共同企業

体の構成要件） 

入札に参加できる者は、次に掲げる資格要件を全て満たした特定建設工事共同企業体とする。なお構成員は、

同一工事で他の特定建設工事共同企業体の構成員になれないものとする。 
(1) 共同企業体を構成する者の数は２者とする。 
(2) 入札に参加しようとする者の間（特定 JV の代表者と代表者以外の構成員間も含む）の関係が、以下のい

ずれの場合にも該当しないこと。（ただし、以下のいずれかの関係に該当する者の全てが共同企業体の代表者

以外の構成員である場合を除く。） 
ア  親会社と子会社の関係にある場合 
イ  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
ウ  ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 
※ 親会社と子会社：会社法第２条第３号、第４号及び会社法施行規則第３条の規定による。 
※ 役員：①会社の代表権を有する取締役（代表取締役）②取締役（社外取締役・非常勤取締役を含む） 
※ 管財人：会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人 

(3) 各構成員が、３０％以上の出資比率であること。 
なお、代表者の出資比率はその他の構成員を超えること。 

(4) 特定建設工事共同企業体の存続期間 
①  当該工事の落札者となった場合 

当該工事に係る請負契約履行後３ヵ月を経過した日まで 
②  当該工事の落札者とならなかった場合 

当該工事に係る請負契約が締結された日まで 



参加条件（構成員の

条件） 

代表者（次に掲げる要件を全て満たしていること） 

・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米市競

争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市の競争入札参

加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に登載されている者であること。 

・名簿に管工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＢランクであること。 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、管工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に当該

許可を受けていることが登載されていること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）及び

営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い監理技術者として専任で配置で

きること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できる

こと。 

 

その他の構成員（次に掲げる要件を全て満たしていること） 

・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米市競

争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市の競争入札参

加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に登載されている者であること。 

・名簿に管工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＢランクであること。 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）により、管工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に当該

許可を受けていることが登載されていること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）及び

営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い監理技術者として専任で配置で

きること。 

※現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確認す

ること。 

入札参加必要書類 ・入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

※入札金額積算内訳書の記載方法については、「入札金額積算内訳書の取扱いについて」を確認すること。 

・技術資料（総評第２号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式。「２．技術資料の作成等」を参照）及び

添付資料 

※ 代表者 総評第２号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式 

※ その他の構成員 総評第２号様式及び総評第３号様式 

・特定建設工事共同企業体協定書（第２号様式） 

※必要事項を記入･押印し、袋綴じのうえ３部提出すること。 

・特定建設工事共同企業体構成員間用の委任状 

・配置予定技術者等調書（第９号様式） 

※配置予定技術者等調書は、代表者についてのみ、提出すること。 

入札方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、特定建設工事共同企業体の代表者が電子入札システ

ムより入札を行うこと。（但し、パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、事前に紙入札方

式参加届出書を提出することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについ

て」を参照） 

入札書受付期間 ： 平成２７年６月１７日（水） ８時３０分 から 

         平成２７年６月２２日（月） ２０時００分（システム終了時）まで 

※入札後のメールによる各種通知及び入札情報公開システムの入札結果情報等については、共同企業体名

ではなく、代表者名で表示されますので、ご注意ください。 

 

(2)  入札を行う際は、電子入札システムにより、入札金額積算内訳書（１ファイル・データ）を添付するこ

と。 

(3) 技術資料、特定建設工事共同企業体協定書、特定建設工事共同企業体構成員間用の委任状及び配置予定

技術者等調書は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。なお、封筒には、表

面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記

入すること。 

締切日時 ： 平成２７年６月２２日（月） ２４時００分（必着） 

指定場所 ： 〒８３０－８７９９ 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課 

設計図書等の配布方

法 
「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 



入札の無効 (1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しくない場合。

入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。 

(3)  久留米市電子入札運用基準（平成２４年契第３８０号）第１４条第１項各号のいずれかに該当する入札。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約事務

規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 電子入札において、開札の立会いは行わない 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２７年６月１６日（火） １７時１５分 まで 

工事施工課 （学校施設課 Fax 番号 ０９４２－３０－９７１９） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注意くださ

い。 



１．総合評価に 

関する事項等 

(1) 総合評価の方法 

入札に参加しようとする者は、「２．技術資料の作成等」に掲げる技術資料等を提出することとし、提出され

た技術資料等に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 

(2)  ① 代表者の評価項目及び評価基準は、「（別表１） 平成 27 年度 久留米市 総合評価入札 評価項目、

評価基準及び配点一覧表【特別簡易型】【代表者】」（以下「別表１」という。）によるものとする。 

② その他の構成員の評価項目及び評価基準は、「（別表２） 平成 27 年度 久留米市 総合評価入札 評価

項目、評価基準及び配点一覧表【特別簡易型】【構成員】」（以下「別表２」という。）によるものとする。 

(3) 評価値の算出方法 

① 評価値は、次の算出方法により算出する。 

ア 評価値＝技術評価点／入札価格×（定数 1,000,000） 

イ 技術評価点＝標準点＋共同企業体加算点 

なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第８位まで表示する。（小数第９位を四捨五入） 

② 技術評価点 

競争入札参加資格を満たす全共同企業体に標準点（１００点）を与え、さらに２０点の範囲で共同企業

体加算点を加える。 

③ 共同企業体加算点の算出方法 

代表者は「別表１」の、その他の構成員は「別表２」のそれぞれの評価項目及び評価基準に基づく得点

を合計し、平均した値を共同企業体加算点とする。 

(4) 落札者の決定方法 

① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、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

有効な価格をもって申込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。ただし、評価値の

最も高い者が２者以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、

くじにより落札候補者を決定するものとする。 

② 落札候補者が競争入札参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者を落札者

として決定するものとする。ただし、当該競争入札参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補

者を除いて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有効な価格をもって申込みをした者の

うち評価値の最も高い者であって、かつ、競争入札参加資格を有する者を落札者として決定するものとす

る。 

③ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して４日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まな

い。）以内に行うものとする。ただし、評価値の最も高い者が競争入札参加資格を満たしていない場合は、

この限りでない。 

２．技術資料の 

作成等 

(1) 入札の参加希望者は、技術資料 総評第２号様式～総評第４号様式及び総評第６号様式（その他の構成員

は総評第２号様式及び総評第３号様式）を作成すること。 

(2) 提出する技術資料等は、次のとおりである。 

① 過去５年間の同種・類似工事の施工実績（総評第２号様式） 

② 配置予定技術者の資格・成績評定調書（総評第３号様式） 

③ 地場企業の活用（計画）（総評第６号様式） 

④ 提出資料チェックリスト（総評第４号様式） 

(3) 提出部数は代表者及びその他の構成員それぞれ１部とする。 

(4) 提出された技術資料等は返却しない。 

３．評価の担保  落札者決定に反映された技術資料に不正な記載が認められた場合は、指名停止を行うことがある。また、履行

すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工事成績評定の減点対象とするとともに、不正又は不誠実

な行為が認められた場合は、指名停止を行うことがある。 

４．配置予定技 

術者について 

(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 

(2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技 

術者を別に配置すること。 

(3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。 

 



【特別簡易型】 【代表者】

各項目
点数

大項目

①主任技術者
（監理技術者）
として従事した
場合

②１級の国家
資格を保有す
る現場代理人と
して従事した場
合

3.0 2.5

2.5 2.0

2.0 1.5

1.5 1.0

1.0 0.5

0.5 0.0

0.0 0.0

１級の国家資格を保有する技術者の数

５人以上

（別表１）平成２７年度久留米市総合評価入札　評価項目、評価基準及び配点一覧表

0人 0.0

技術者の雇用数

評
価
項
目

1.0

4.0

2.0

消防団員の雇用 消防団員雇用の有無
あり 0.5

なし 0.0

0.5

1.0

0.0

男女共同参画推進（子育て支
援）

福岡県「子育て応援宣言」登録の有無
登録あり

市内企業の請負率＝市内企業（自社を含む）
の請負価格÷工事請負価格

※請負価格は税抜き額

0.0

表彰の実績なし

表彰の実績あり

0.0

市内企業の請負率が８０％以上 1.0

市内企業の請負率が５０％以上８０％未満 0.5

７２．５点未満（工事成績無し）

１人～４人

入札締切日において配置予定技術者が保有
する資格

上記以外

2.0２級の国家資格を保有する技術者

1.0

0.5

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、工事成績評定と資格の有無の評定点合計が低い者で評
価する。

配置予定
技術者

施工実績

①主任技術者（監理技術者）として従事した
者を配置予定技術者とする場合は、本市発
注工事において平成22年度から26年度に獲
得した工事成績評定点の最高点

②１級の国家資格を保有する現場代理人とし
て従事した者を配置予定技術者とする場合
は、本市発注工事において平成23年度から
26年度に獲得した工事成績評定点の最高点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事

加算点満点

資格の有無

１級の国家資格を保有する技術者

1.0

0.5
0.0

0.5

1.0

1.0

0.5

0.0

本市工事で
予定価格３千万円以上の実績あり

1.5

８０点以上８２．５点未満

本市以外の公共機関発注工事で
予定価格５千万円以上の実績あり 1.0

1.0

2.5

2.0

3.0

評価基準
評価内容

分類 評価項目
配点

評価点数

20.0

７７．５点以上８０点未満

８２．５点以上８５点未満

７千万円＜今年度受注額≦１億５千万円

工事成績評定

本市発注工事の平成22年度から26年度の工
事成績評定の平均点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事（解体工
事を除く）

優良業者表彰の有無
平成21年度から25年度施工工事において本
市の優良工事施工業者表彰の有無

あり

７２．５点以上７５点未満

同種・類似工事の施工実績

指名停止措置
平成24年度から27年度の久留米市指名停止
等措置要綱に基づく措置の有無

今年度受注額

※受注額は税抜き額

品質管理･環境マネジメントシ
ステムの取り組み状況

障害者雇用の有無

防災協定の有無
本市との「災害時の応急対策に関する基本協
定書」締結の有無

①ISO９００１
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
①、②の認証の取得状況

地場企業の活用

企業の
施工能力

７５点以上７７．５点未満

平成22年度から26年度の同種・類似工事の
施工実績
（平成27年3月31日までに完了した工事）
（ＪＶの場合、出資比率が２０％以上ある工事）

障害者の雇用

手持ち工事量

受けたことがない

８５点以上

両方とも取得済み

どちらか片方を取得済み

締結なし

８２．５点以上８５点未満

締結あり

未取得

なし

登録なし

上記以外

0.5

5.0

2.0

1.0

0.0

3.0

15.0

1.00.5

0.0

７２．５点未満（工事成績無し）

８５点以上

0.5

0.0受けたことがある

７７．５点以上８０点未満

７５点以上７７．５点未満

７２．５点以上７５点未満

８０点以上８２．５点未満

0.5

0.5

4.0

0.5

3.0

0.0

0.5

0.5
0.5

0.0

2.0

3.0

３千万円＜今年度受注額≦７千万円

１億５千万円＜今年度受注額

本市工事で
予定価格５千万円以上の実績あり

その他の実績

今年度受注額＝０円

０円＜今年度受注額≦３千万円

2.0

0.0



【特別簡易型】 【構成員】

各項目
点数

大項目

①主任技術者
（監理技術者）
として従事した
場合

②１級の国家
資格を保有す
る現場代理人と
して従事した場
合

3.0 2.5

2.5 2.0

2.0 1.5

1.5 1.0

1.0 0.5

0.5 0.0

0.0 0.0

１級の国家資格を保有する技術者の数

５人以上

（別表２）平成２７年度久留米市総合評価入札　評価項目、評価基準及び配点一覧表

0人 0.0

技術者の雇用数

評
価
項
目

1.0

4.0

2.0

消防団員の雇用 消防団員雇用の有無
あり 0.5

なし 0.0

0.5

1.0

0.0

男女共同参画推進（子育て支
援）

福岡県「子育て応援宣言」登録の有無
登録あり

市内企業の請負率＝市内企業（自社を含む）
の請負価格÷工事請負価格

※請負価格は税抜き額

0.0

表彰の実績なし

表彰の実績あり

0.0

市内企業の請負率が８０％以上 1.0

市内企業の請負率が５０％以上８０％未満 0.5

７２．５点未満（工事成績無し）

１人～４人

入札締切日において配置予定技術者が保有
する資格

上記以外

2.0２級の国家資格を保有する技術者

1.0

0.5

※配置予定技術者は最大２名までを評価の対象とし、２名を配置予定技術者とした場合の評価点は、工事成績評定と資格の有無の評定点合計が低い者で評
価する。

配置予定
技術者

施工実績

①主任技術者（監理技術者）として従事した
者を配置予定技術者とする場合は、本市発
注工事において平成22年度から26年度に獲
得した工事成績評定点の最高点

②１級の国家資格を保有する現場代理人とし
て従事した者を配置予定技術者とする場合
は、本市発注工事において平成23年度から
26年度に獲得した工事成績評定点の最高点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事

加算点満点

資格の有無

１級の国家資格を保有する技術者

1.0

0.5
0.0

0.5

1.0

1.0

0.5

0.0

本市工事で
予定価格３千万円以上の実績あり

1.5

８０点以上８２．５点未満

本市以外の公共機関発注工事で
予定価格５千万円以上の実績あり 1.0

1.0

2.5

2.0

3.0

評価基準
評価内容

分類 評価項目
配点

評価点数

20.0

７７．５点以上８０点未満

８２．５点以上８５点未満

７千万円＜今年度受注額≦１億５千万円

工事成績評定

本市発注工事の平成22年度から26年度の工
事成績評定の平均点

（平成27年3月31日までに完了した工事）
※予定価格１０００万円以上の工事（解体工
事を除く）

優良業者表彰の有無
平成21年度から25年度施工工事において本
市の優良工事施工業者表彰の有無

あり

７２．５点以上７５点未満

同種・類似工事の施工実績

指名停止措置
平成24年度から27年度の久留米市指名停止
等措置要綱に基づく措置の有無

今年度受注額

※受注額は税抜き額

品質管理･環境マネジメントシ
ステムの取り組み状況

障害者雇用の有無

防災協定の有無
本市との「災害時の応急対策に関する基本協
定書」締結の有無

①ISO９００１
②ISO１４００１（またはエコアクション21）
①、②の認証の取得状況

地場企業の活用

企業の
施工能力

７５点以上７７．５点未満

平成22年度から26年度の同種・類似工事の
施工実績
（平成27年3月31日までに完了した工事）
（ＪＶの場合、出資比率が２０％以上ある工事）

障害者の雇用

手持ち工事量

受けたことがない

８５点以上

両方とも取得済み

どちらか片方を取得済み

締結なし

８２．５点以上８５点未満

締結あり

未取得

なし

登録なし

上記以外

0.5

5.0

2.0

1.0

0.0

3.0

15.0

1.00.5

0.0

７２．５点未満（工事成績無し）

８５点以上

0.5

0.0受けたことがある

７７．５点以上８０点未満

７５点以上７７．５点未満

７２．５点以上７５点未満

８０点以上８２．５点未満

0.5

0.5

4.0

0.5

3.0

0.0

0.5

0.5
0.5

0.0

2.0

3.0

３千万円＜今年度受注額≦７千万円

１億５千万円＜今年度受注額

本市工事で
予定価格５千万円以上の実績あり

その他の実績

今年度受注額＝０円

０円＜今年度受注額≦３千万円

2.0

0.0



番号 備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

フジクリーン・古川
特定建設工事共同企業体

　第　　教００６　　号 工　種起工番号

本体工事完了日迄　　　

管工事

¥140,929,200

総務部契約課入札室

フジクリーン・古川
特定建設工事共同企業体

契約金額

上記金額に１００分の８に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

平成　　年　　月　　日　　時　　分

評価値＝技術評価点／入札価格×定数（１，０００，０００）

商　号　又　は　名　称

備　考

入札価格

130,490,000

落札または
決定業者

¥117,107,000

工事場所 山本町耳納

　無し

入札日時 平成２７年　６月２６日　１０時５０分
入札場所

現場説明
日　時

履
行
期
間

予定価格
（消費税（相当額）抜き）

¥130,494,000
最低制限価格
（消費税（相当額）抜き）

工事名 屏水中学校校舎改築機械設備工事

評価値

0.86405089112.75

技術評価点

入札・見積結果等公表簿



 
（６）水道管布設（石垣１０工区）工事【条件付一般競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 田主丸町（石垣地区）の水道未普及地区へ配水管を布設する。 
 
【工事概要】 
◇ 配水管を福岡県道１５１号浮羽草野久留米線等に布設する。 
 



 
第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（一般競争入札） 
工事名 水道管布設（石垣１０工区）工事 

工事場所 田主丸町石垣 

工事概要 

＜補助工事費＞ 
水道管布設 φ２００ ＤＩＰ－ＧＸ Ｌ＝２５９．１ｍ 
      φ１００ ＤＩＰ－ＧＸ Ｌ＝５０６．０ｍ 
舗装工 Ａ＝３，０５０ｍ２ 
＜単独工事費＞ 
給水管切替 １５ヶ所 
消火栓設置 ２基 
舗装工 Ａ＝２０ｍ２ 

予定価格 ４９，７２８，６００円（税込） 

入札方法 条件付一般競争入札 

構成  単独 

市内・市外  市内 

業種・希望順位 水道施設・１位希望 

ランク Ａ 

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者・専任、給水装置工事主任技術者 

入札参加資格 
（工事発注表参照） 

その他 久留米市指定給水装置工事事業者 

入札参加業者数 ３者 

入札参加資格者 １６者 

見積期間 １０日 

落札決定 低額提示者 
入札の経緯及 
び結果の説明 ６月８日：公告 

６月１７日：入札書の提出締切 
６月１８日：開札 

 
 



平成２７年６月８日 久留米市企業局公告第 １９ 号に基づく工事発注表 

 

入札番号 １８－６           【電子入札案件】 

業種 水道施設工事 

工事名 水道管布設（石垣 10 工区）工事  

工事場所 久留米市  田主丸町石垣 

工期 ２６０日間 

予定価格 ４９，７２８，６００円(税込)    【入札書比較価格】  ４６，０４５，０００円(税抜) 

最低制限価格 ４３，２２７，０００円(税込)    【最低制限比較価格】 ４０，０２５，０００円(税抜) 

開札日時及び場所 平成２７年６月１８日（木） １４時０５分  総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

入札保証金 免除 

契約保証金 必要（契約締結時に請負金額の１０％以上を付すこと。） 

契約条項を示す場所 総務部契約課（久留米市庁舎１３階） 

前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の４０％以内） 

中間前払金 契約金額１００万円以上の場合 有り （契約金額の２０％以内） 支払条件 

部分払 無し 

議会の議決 不要 

参加条件 ・入札書の締切時点で、久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留

米市競争入札参加者資格審査等要領（平成４年５月１日庁達第８号）第５条第１項に規定する久留米市

の競争入札参加有資格者名簿）（以下、「名簿」という。）に登載されている者であること。 

・名簿に水道施設工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がＡランクであること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者（代表者（社長等）

及び営業所専任技術者を除く。）を建設業法（昭和２４年法律第１００号）に従い主任技術者として専

任で配置できること。 

・この工事に関して、給水装置工事主任技術者を水道法（昭和 32 年法律第 177 号）に従い配置できる

こと。 

・久留米市指定給水装置工事事業者であること。 

・この工事に関して、入札書の締切時点で３ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置

できること。 

※現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を

確認すること。 

入札参加必要書類 ・入札金額積算内訳書（第１２号様式） 

※入札金額積算内訳書の記載方法については、「入札金額積算内訳書の取扱いについて」を確認するこ

と。 

・配置予定技術者等調書（第９号様式） 

※配置予定技術者等調書については、平成２６年１２月から事前提出に改めたが、平成２８年３月３

１日までは経過措置として事後提出も認める。その場合、落札候補者のみ開札日の翌日１５時まで

に、Fax 又は持参により提出すること。 

契約課 Fax 番号 ０９４２－３０－９７１３ 

資格審査の方法 事後審査型  ※落札候補となった者のみ資格審査を行う。 

入札方法 (1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但し、

パソコントラブル等により電子入札に参加できない場合は、事前に紙入札方式参加届出書を提出するこ

とにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 

入札書受付期間 ： 平成２７年６月１２日（金） ８時３０分 から 

         平成２７年６月１７日（水） ２０時００分（システム終了時）まで 

(2) 入札を行う際は、電子入札システムにより入札金額積算内訳書および配置予定技術者等調書（ファ

イル・データ）を添付すること。 

設計図書等の配布方法 「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 



入札の無効 (1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所、技術者等）が正しくない

場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 

(2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。 

(3) 久留米市電子入札運用基準（平成２４年契第３８０号）第１４条第１項各号のいずれかに該当する

入札。 
(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約

事務規則（昭和５０年久留米市規則第９号）第１２条第１項各号のいずれかに該当する場合。 

開札の立会い 電子入札案件において、開札の立会いは行わない。 

質問書受付期間 

及び受付場所 

公告日から 平成２７年６月１１日（木） １７時１５分 まで 

工事施工課 （上水道整備課 Fax 番号 ０９４２－３８－２６９４） 

質問に対する回答 
質問者に Fax で回答。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することもありますので、ご注意

ください。 

 



工　　種起工番号 第 建改410 号

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\46,045,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\40,025,000

水道施設工事

工 事 名 水道管布設（石垣10工区）工事

工事場所 田主丸町石垣
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 260 日間

月 日～

06 月

年

入札日時 平成 27 年
月   

18 日 14 時 05 分
　　   年   日迄

入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

城島町城島32-5 

日   時   分 無し

落札または
決定業者

（株）今村隆次商店 契約金額 48,276,000

指名理由

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

　１ 丸山管工事（株） 45,360,000

　２ （株）太田工務店 46,000,000

　３ （株）今村隆次商店 44,700,000

　４

　５

　６

　７

　８

　９

１０

１１

１２

１３

１４

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



（７）歩道新設（Ｈ６２３号線）２・３工区工事【指名競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 本工事は、宮ノ陣小学校の通学路において児童の安全を確保するため、延長６６０ｍの

区間の歩道を２ヶ年で整備する。 
 
【工事概要】 
◇ 西鉄甘木線に沿った延長３７０ｍの区間で歩道を新設する。 
 
【特記事項】 
西鉄指定の業者（準市内・市外）、３業者による入札を行った。 
 



第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（指名競争入札） 
工事名 歩道新設（Ｈ６２３号線）２・３工区工事 

工事場所 宮ノ陣町大杜外 

工事概要 

工事延長   Ｌ＝３７０ｍ 
 排水工   Ｌ＝ ６３  ｍ 
 擁壁工   Ｌ＝２４２．６ｍ 
 路側工   Ｌ＝ ７０  ｍ 
 舗装工   Ａ＝６９５  ｍ２ 
 路側工   Ｌ＝ ７０  ｍ 
 道路付属物工  Ｌ＝４５１  ｍ 

予定価格 ３２，０９５，４４０円（税込） 

入札方法  指名競争入札 

構成  単体 

市内・市外  準市内・市外 

業種・希望順位  土木一式工事・１位希望 

ランク  ＢＣ 

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者・専任 

指名方法 西鉄の指定業者から指名 

 入札参加資格 
(工事発注表参照) 

その他  － 

指名者数 ３者 

見積期間 ９日 

落札決定 低額提示者 

入札の経緯及 
び結果の説明 

８月２５日：選定委員会 
８月２６日：指名通知 
９月 ３日：入札書の提出締切 
９月 ４日：開札 

 
 





工　　種起工番号 第 交学004 号

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\29,718,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\25,458,000

土木一式工事

工 事 名 歩道新設（Ｈ６２３号線）２・３工区工事

工事場所 宮ノ陣町大杜外
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 185 日間

月 日～

09 月

年

入札日時 平成 27 年
月   

04 日 10 時 00 分
　　   年   日迄

入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

宮ノ陣5-11-15 

日   時   分 無し

落札または
決定業者

（株）松本組　久留米営業所 契約金額 30,996,000

指名理由
ランク(B･C)　希望順位(１)　
関連業者　施工能力　指名回数(　０　回)　受注無し 手持(無し・小額)

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

　１ （株）西鉄グリーン土木　久留米事業所 ○ 29,000,000

　２ （株）船越組 29,500,000

　３ （株）松本組　久留米営業所 ○ 28,700,000

　４

　５

　６

　７

　８

　９

１０

１１

１２

１３

１４

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



（８）南筑高等学校ダッグアウト設置工事【指名競争入札】 
 
【事業概要】 
◇ 南筑高等学校第１グラウンドは長年にわたり改修されておらず、降雨後の排水性が悪い

ため全面改修を行う。 
 
【工事概要】 
◇ 全面改修に伴い、ダッグアウトの建て替えを行う。 
 



第４号様式（第７条関係） 
 

抽出事案説明書（指名競争入札） 
工事名 南筑高等学校ダッグアウト設置工事 

工事場所 御井町 

工事概要 
ダッグアウト新設 ２棟 
鉄骨造平屋建 
延床面積 ４５ｍ２ 

予定価格 ４，４１０，７２０円（税込） 

入札方法  指名競争入札 

構成  単体 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  建築一式工事・１位希望 

ランク  ＤＥ 

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者 

指名方法 

建築一式工事を第一希望とする業者のうち、以下に該当す

る業者を１２者（定数４×３）指名。 
① 前年度実績があって、手持ちがなく、前年実績が小額の

方から６者 
② 前年度実績が０で、今年度指名回数が１回の業者のう

ち、評点の高い方から６者 

 入札参加資格 
(工事発注表参照) 

その他  － 

指名者数 １２者 

見積期間 ９日 

落札決定 低額提示者 
入札の経緯及 
び結果の説明 

９月 ８日：選定委員会 
９月 ９日：指名通知 
９月１７日：入札書の提出締切 
９月１８日：開札 

 





工　　種起工番号 第 教056 号

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\4,084,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\3,670,000

建築一式工事

工 事 名 南筑高等学校ダッグアウト設置工事

工事場所 御井町
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 70 日間

月 日～

09 月

年

入札日時 平成 27 年
月   

18 日 10 時 50 分
　　   年   日迄

入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

国分町6 

日   時   分 無し

落札または
決定業者

黒瀬工務店 契約金額 4,410,720

指名理由 ランク(D･E)　希望順位(１)　
関連業者　施工能力　指名回数(　１　回　～　２　回)　受注無し 手持無し 手持(無し・小
額)

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

　１ （有）アイ・ティー開発 辞退

　２ 加月工務店 辞退

　３ 黒瀬工務店 ○ 4,084,000 ３者同額のため、抽選により決定

　４ （株）建楽 4,084,000

　５ （株）光栄建設 辞退

　６ （株）古賀工務店 辞退

　７ 坂本建設（ｼﾞｮｳｼﾞﾏ) 辞退

　８ （株）貞清工務店 辞退

　９ 高尾工務店（有） 辞退

１０ （有）タカハマ ○ 4,084,000

１１ 椿建設 辞退

１２ マインド建築（株） 辞退

１３

１４

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



（９）水道管移設（下水１工区）工事【随意契約】 
 
【事業概要】 
◇ 本工事は、公共下水道管渠布設第１工区工事にともない、下水道と同路線に埋設された

水道管を移設する。 
 
【工事概要】 
◇ 水道管移設 Ｌ＝１８８ｍ 
 
 
 



第４号様式（第７条関係） 

抽出事案説明書（随意契約） 
工事名 水道管移設（下水１工区）工事 

工事場所 宮ノ陣町若松 

工事概要 
水道管移設 φ１００ ＤＩＰ－ＧＸ Ｌ＝１６４．０ｍ 
水道管移設 φ５０  ＰＰ     Ｌ＝ ２４．０ｍ 
給水管切替 １２箇所 
舗装工  Ａ＝９９ｍ２ 

予定価格 １０，４８４，６４０円（税込） 

入札方法  随意契約 

構成  単体 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  水道施設工事 

ランク   

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者 

 見積参加資格 

その他   

見積業者者数 １者 

随意契約理由 別紙、概要書のとおり 

見積期間  ９日 

随意契約の経緯 
７月２９日：当該業者に対して、見積合せを通知 
８月 ７日：見積合せの実施 

 





工　　種起工番号 第 建改062 号

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\9,708,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

工 事 名 水道管移設（下水１工区）工事

工事場所 宮ノ陣町若松
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 日間

月 日～

水道施設工事

月

年

平成 27 年 08
本体工事完了日迄

07 日 13 時 45 分
入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

入札日時

草野町吉木2505-1 

日   時   分 無し

落札または
決定業者

山一建設工業（株） 契約金額 10,260,000

随契理由

地方自治施行令第167条の２第1項６号

番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回 第２回 見積額

　１ 山一建設工業（株） 9,500,000

　２

　３

　４

　５

　６

　７

　８

　９

１０

１１

１２

１３

１４ 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



（１０）南筑高等学校特別教室棟便所内部改修電気設備工事【随意契約】 
 
【事業概要】 
◇ 既存便所の内部改修によりドライ化・洋式化し、多目的便所の新設を行う。 
 
【工事概要】 
◇ １～３階便所（男・女、対象面積８７．１２ｍ２）改修に伴う電気設備工事。 
 
 
 



第４号様式（第７条関係） 

抽出事案説明書（随意契約） 
工事名 南筑高等学校特別教室棟便所内部改修電気設備工事 

工事場所 御井町 

工事概要 

既存便所の内部改修工事 
 改修場所：南筑高等学校特別教室棟 

建設年次：昭和５４年 
構造規模：鉄筋コンクリート造４階建（４階は便所無し） 

 改修範囲：１～３階便所（男・女）対象面積計８７．１２ｍ２ 
改修内容：便所の床、壁、天井の内部改修（ドライ化・洋式化・多目的便所

新設） 
 
※上記に伴う電気設備工事 
電灯幹線設備、電灯・コンセント設備、誘導支援設備、以上に伴う撤去工事、
産業廃棄物処分 

予定価格 ２，９４０，８４０円（税込） 

入札方法  随意契約 

構成  単体 

市内・市外  市内 

業種・希望順位  電気工事・１位希望 

ランク  Ｃ 

建設業許可  一般建設業 

技術者  主任技術者 

 見積参加資格 

その他   

見積業者者数 １者 

随意契約理由 別紙、概要書のとおり 

見積期間  ３日（当初指名競争入札：９日） 

随意契約の経緯 

５月２６日：選定委員会 
５月２７日：指名通知 
６月 ４日：入札書の提出締切 
６月 ５日：開札 
６月 ９日：落札者辞退。次点の業者に対して、見積合せを通知 
６月１２日：見積合せの実施 





１４

１３

１１

１２

１０

　９

　７

　８

　６

　５

　３

　４

　２

　１ 鹿毛電設 ○ 2,720,000

第２回 見積額番号 商　号　又　は　名　称 立会人 第１回

契約金額 2,937,600

随契理由

地方自治施行令第167条の２第1項９号

国分町1558-59 

日   時   分 無し

落札または
決定業者

鹿毛電設

入札場所 総務部契約課入札室

現場説明
日　　　時

　　   年   月   

入札日時 15 時 40 分平成 27 年 06

日～

電気工事

月

年

本体工事完了日迄
12 日

工 事 名 南筑高等学校特別教室棟便所内部改修電気設備工事

工事場所 御井町
履
行
期
間

契約締結の翌日から起算して 日間

月

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格
（消費税（相当額）抜き)

\2,723,000
最低制限価格比較価格
（消費税（相当額）抜き)

工　　種起工番号 第 教025 号

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。




