
３４ 号

１ 入札に付する事項

朝日２号線　　施工延長　Ｌ＝576.7ｍ

　土工　　一式

　　掘削工　　　　　　一式

　　ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ盛土 　　　3,260㎥

　  路床盛土　　　　　2,900㎥

　排水工　一式

（勾配調整側溝B400×H700 35ｍ、L型側溝 41ｍ）

　舗装工　一式

（車道路盤工 3,130㎡、歩道路盤工 1,438㎡）

　道路構造物撤去工　　　　　一式

　道路付属物工　　　　　　　一式

　公園施設撤去・再設置工　　一式

②前払い　有り　支払率　４０％未満

(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合は２０％未満)

設定有り （調査基準価格：設定有り・失格基準価格：設定有り）

契約締結の翌日から　令和２年３月３１日まで工 期

価格以外の要素として「企業の技術力」「地域貢献度」「社会性」の３
分野について評価し、最も優れたものをもって落札者を決定する総合評
価方式（特別簡易型）制限付き一般競争入札　入札後資格確認型

工 事 概 要

その他

入　　札　　公　　告

　制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号。
以下「令」という。)第１６７条の６の規定により、次のとおり公告する。

令和元年６月１０日

事後公表とする。

岩沼市　字大和　外　地内

                                                岩沼市長　菊　地　啓　夫

低入札価格調査

入 札 回 数

令和元年度

岩沼市公告第

記

初度の入札及び再度の入札を合わせ３回を限度とする。

予 定 価 格

対象工事名

支 払 条 件

朝日２号線道路改良工事

入札方式等

工事施工場所

①契約保証金　契約金額の１０分の１以上の額

③中間前払い　有り　支払率　２０％未満

(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合は１０分の３以上の額)



２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

岩沼市契約事務規則（平成３１年規則第１７号）第４条の規定に基づく令和元・

２年度岩沼市競争入札参加資格を有している業者で、次の要件を満たしていること。

市外９００点以上で特定建設業の許可を有する者。

施工した実績があること。

③　岩沼市入札契約暴力団等排除要綱別表各号に該当す

　る者で無いこと。

　岩沼市総合評価競争入札実施要綱によるものとする。

３　 総合評価に関する事項

総合評価方式制限付き一般競争入札における評価項目、評価基準及び落札者決定方法

　　は、「岩沼市総合評価方式制限付き一般競争入札落札者決定基準（令和元年５月）」に

　　よる。なお、本案件に係る同種工事の条件は次のとおりとする。

盛土荷重載荷工法による道路改良工事

当該落札者から落札金額の１００分の５に相当する金額

　づく指名停止を受けている期間中の者で無いこと。

④　その他、岩沼市制限付き一般競争入札実施要綱及び

入札保証金

その他

同種工事の条件

土木工事の経験を有する監理技術者又は主任技術者を

①　岩沼市から建設工事入札参加業者指名停止要領に基

第１項に規定する営業所のうち本店を有する者。

入札保証金

経営事項審査の土木一式の総合評点が市内７５０点以上、

配置技術者に関する条件

②　令第１６７条の４の規定に該当する者で無いこと。

施行実績に関する条件

事業所の所在地に関する条件

を違約金として徴収することがある。

総合評定値等に関する条件

宮城県内に建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条

過去１０年間に同種（道路改良工事）の工事を元請として

建設業法の規定に基づき工事現場に配置できること。

免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、



４ 入札日程

期間・期日・期限 場所等

令和元年６月１１日（火）から 総務部総務課総務係

令和元年７月２日（火）

１６時００分まで

表附属書類の提出期限

令和元年７月５日（金） 市役所６階 研修室Ａ

１０時００分から ※受付印の押印された

一般競争入札参加申請

書を持参すること。

令和元年６月１０日（月）から 市役所１階情報公開室

令和元年７月５日（金）まで ※設計図書等は貸出も

行います。希望者は、

事前に総務課へ電話連

絡のこと。

※閲覧のみは予約不要

令和元年６月１０日（月）から 総務部総務課総務係

令和元年６月２８日（金） ※紙で提出すること。

１５時００分まで なお、質問に対する回答

書は、閲覧に供する。

令和元年７月２日（火）から 市役所１階情報公開室

令和元年７月５日（金）まで 又は岩沼市ホームページ

（注） １ 上記の期間は、岩沼市の休日を定める条例（平成元年条例第３６号）に規定

する休日（以下「休日」という。）は除く９時００分から１６時００分まで

（１２時００分から１３時００分までを除く。）とする。

２ 一般競争入札参加申請書・各種様式等については、岩沼市ホームページから

ダウンロードすることができます。

質問の受付

回答書の閲覧

入札日（開札日）

貸出

手続等

（持参による）

競争入札参加申請書及び

設計図書等に対する

設計図書等の閲覧及び

入札後資格確認用一般

技術評価点算定表、算定



５ 入札参加の申請等

入札参加希望者は、前記４に示す期限・場所等を厳守し、次の書類を持参により提出

　　（正副２部提出のものは、うち１部を受付印押印後返却）しなければならない。

 (1) 一般競争入札参加申請書（様式第１－１号）　　　正副２部

 (2) 技術評価点算定表（様式第２－１号）　　　　　　正副２部

 (3) 次に掲げる技術評価点算定表附属書類　　　　　　各１部

　　ア　公共工事施工実績書（様式第２－２号）及び当該工事のＣＯＲＩＮＳ、契約書・

仕様書等（以下「確認書類」という。）の写し（岩沼市発注のものは確認書類の省

略可）

イ　ＩＳＯ等取得認証を証明する書類の写し

ウ　岩沼市内公共工事実績書（様式第２－３号）及び確認書類の写し（岩沼市発注の

ものは確認書類の省略可）

エ　配置予定技術者調書（様式２－４号）及び当該技術者の保有資格書の写し、実績

工事の確認書類の写し（岩沼市発注のものは確認書類の省略可）

オ　防災協定に関する調書（様式２－５号）及び協定書の写し、会員であることを証

明する書類の写し

カ　ボランティアに関する調書（様式２－６号）及び団体で活動した場合は当該団体の

会員であることを証明する書類の写し

キ　従業員に関する調書（様式２－７号）及び調書記載の従業員の継続的な雇用関係

を証明できるもの（健康保険証等）の写し、技術者の保有資格の写し

ク　社会性に関する調書（様式２－８号）

　　　※　審査の都合により、入札参加申請書等の提出後に追加資料の提出を求めることが

　あります。

　※　技術評価点算定表（様式第２－１号）は、総合評価の対象となった者について、

　落札者決定後、公表し、社会性に関する調書（様式２－８号）は、落札者のみ公表

　します。

※　配置予定技術者調書（様式２－４号）の提出後に配置予定技術者を変更すること

　はできない。契約前に申告した配置予定技術者を配置できないときは、いかなる理

　由であっても契約辞退の取扱いとなり、契約しない。



６ 入札の方法等

 (1) 郵送、電報、ＦＡＸその他電気通信による入札は、認めない。

 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を

加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

 (3) 正当な理由が無く所定の時刻までに入札会場に参集しない者は、その入札を行った

とき及び執行時刻が経過したときから失格とする。

 (4) 予定価格事後公表において、失格基準価格以上予定価格以下の範囲で入札をした者が

無い場合は、再度の入札を行う。ただし、初度の入札において失格基準価格より低い価

格で入札した者は、失格とする。

 (5) 前記(3)及び(4)において失格となった者は、再度の入札に参加することができない。

 (6) 入札の結果、失格基準価格以上予定価格以下の範囲で入札をした者が無い場合は、不

調とする。また、入札参加資格確認又は低入札価格調査の結果、不調となることがある。

７ 工事費内訳書の提出について

 (1) 入札参加者は、最初の入札時に、入札執行者の指示により入札書に記載されている

金額と一致している工事費内訳書を提出することとし、書類の提出の無い入札は無効と

する。また、書類に不備のある場合は、原則無効とする。

 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、内容については、数量、単価、金額等を最低限

記載すること。

 (3) 工事費内訳書は、返戻しない。

８ 無効の入札

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 (1) 入札参加資格者以外の者が行った入札

 (2) 一の入札について同一の者が行った二以上の入札

 (3) 入札者の記名押印の無い入札

 (4) 金額その他重要事項の記載が不明確な入札

 (5) 入札金額を訂正している入札

 (6) 入札金額に対応した工事費内訳書の提出が無い入札

 (7) 明らかに不正によると認められる入札

 (8) 本公告に示した入札参加資格を有しない者及び虚偽の申請をした者が行った入札

 (9) 落札者決定時点で前記２に掲げる要件を満たさない者の入札

 (10) その他入札に関する条件に違反して行った入札



９ 入札参加資格の確認・落札者の決定等

 (1) 落札者の決定については、開札後、落札決定を保留し、入札を行った者のうち、失格

　　基準価格以上予定価格以下の範囲で入札を行った者について総合評価を行い、総合評価

　　点が最も高い者を落札候補者とする。ただし、総合評価点の最も高い者が二者以上ある

　　ときは、次の順番により落札候補者を決定する。

ア 評価値の最も高い者のうち技術評価点で減点のない者を落札候補者とする。

イ 技術評価点に減点のない者が二者以上いるか又は減点のない者がいないときは、

　評価値の最も高い者のうち入札金額の最も低い者を落札候補者とする。

ウ 入札金額の最も低い者が二者以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札候補

　者とする。

 (2) 落札候補者にはＦＡＸにより通知をする。落札候補者は、通知に記載されている期限

までに、入札参加資格審査に係る書類を総務部総務課総務係へ提出すること。

 (3) 入札参加資格審査に係る書類

①　一般競争入札参加確認申請書（様式１－２号）

②　一般競争入札参加資格審査資料（様式１－２号資料）

※　配置予定技術者については、事前提出の配置予定技術者調書と同一人で

　なければならない。継続的な雇用関係を証明できるもの（健康保険証等）の

　写しを添付すること。ただし、事前に提出しているときは省略できる。

※　岩沼市以外の実績の場合は、当該技術者の工事経歴書等に記載された工事

　の確認書類の写し。ただし、事前に提出しているときは省略できる。

③　特定建設業の許可の写し

④　経営事項審査結果通知書の写し（最新のもの）

⑤　申請者の所在地及び名称を記載し、切手を貼付した返信用封筒１枚

２部（正本１部、副本１部）持参すること。うち１部は受付印押印後

返却する。

 (4) 入札参加資格を有しないとされた者は、その理由について結果通知後２日以内に書面

で問合せをすることができる。

 (5) 審査の結果、当該落札候補者に入札参加資格が無いときは当該落札候補者の入札は

無効とし、次順位の者を落札候補者として、同様の審査を行う。

１０ 低入札価格調査

調査基準価格と失格基準価格の範囲で入札した者（以下「低価格入札者」という。）

については、低入札価格調査を実施する。低入札価格調査の方法等は、「岩沼市低入札

価格調査実施要綱」によるものとし、低価格入札者は、調査に協力しなければならない。

１１ 入札結果の公表

総合評価及び入札参加資格等の審査が終了し、本入札の結果が確定した場合は、その

結果を市役所１階情報公開室及び市のホームページで公表する。

１２ その他

 (1) 入札参加者は、入札に当たって上記事項を遵守しなければならない。

 (2) 工事内容に関する電話での質問は一切受け付けないものとする。

 (3) 詳細又は不明の点については、岩沼市総務部総務課総務係に照会のこと。

（電話：０２２３－２２－１１１１　内線５０８）
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１ 総則 

  本落札者決定基準は、岩沼市が発注する建設工事の請負者の選定を、総合評

価方式制限付き一般競争入札で実施するにあたり、落札者を決定するための

基準を示すものである。 

 

２ 総合評価に関する事項 

 ⑴ 総合評価点の算出方法 

  ア 総合評価は、次の要件をすべて満たす者を対象に行う。 

   (ｱ)  入札公告に定めた入札参加資格の要件を満たす者。 

   (ｲ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内である者。ただし、調査基準価

格と失格基準価格の範囲内である者については、低入札価格調査によ

り、総合評価対象者として認めた者。 

   (ｳ)  技術力等の審査に供する資料を決められた期日内に提出した者。 

  イ 総合評価点の算式 

  評価値＝価格評価点＋技術評価点 

ウ 価格評価点及び技術評価点の配点 

  (ｱ) 価格評価点 １００点 

  (ｲ) 技術評価点  ２５点 

(ｳ) 評価値 (ｱ)＋(ｲ)の合計で１２５点を満点とする。なお、小数点以下 

 は切り捨てる。 

エ 価格評価点の算定方式 

    価格評価点は、満点を１００点とし、次の算式により求める。 

    価格評価点＝１００×（入札参加者の入札金額のうち最低金額／入札

金額） 

   ※ 失格基準価格を設定した場合は、入札参加者の入札金額のうち最低

金額は当該失格基準価格以上で最低の金額とする。 

オ 技術評価点の算定方法 

  (ｱ) 技術評価点は、入札参加者が提出した技術力等の審査に供する資料 

により、算出する。 

   (ｲ)  技術評価点は、入札参加者の申告を最高点とし、錯誤の申告の取扱 

いにより市が行う修正評価は減点措置のみとする。 

(ｳ)  技術力等の審査に供する資料の提出後の修正は認めない。 

カ 錯誤の申告の取扱い 

  (ｱ) 入札参加者が有している実績未満の内容で申告したことが明らかに 

    なっても、入札参加者の申告内容のとおり評価する。 

    (ｲ) 入札参加者が有している実績を上回る内容で申告したことが明らか 

になった場合は、市は当該評価項目の評価を最低点に修正する。 

 



⑵ 落札者の決定方法 

 ア 落札候補者の決定 

    入札参加者で総合評価を実施することとなった者のうち、評価値が最

も高い者を落札候補者とする。 

  イ 評価値が同点の場合の取扱い 

    評価値の最も高い者が２者以上いるときは、次の各号により落札者を

決定する。 

(ｱ) 技術評価点で減点のない者 

   (ｲ) 前号において、技術評価点に減点のない者が２者以上いるか又は減

点のない者がいないときは、入札金額の最も低い者 

(ｳ) 前号において、入札金額の最も低い者が２者以上いるときは、当該 

者にくじを引かせて落札者を決定する。     

 ウ 落札者の決定 

   落札候補者について、規則及び要綱の規定等に照らし、落札者として適 

当と認めるときは落札者とする。 

 ⑶ 配置予定技術者の取扱い 

   契約前に申告した配置予定技術者を配置できないときは、いかなる理由

であっても契約辞退の取扱いとなり、契約しない。 

契約後の技術者の変更も原則として認めない。配置技術者の死亡、傷病、

退職、妊娠、出産、育児、介護その他やむを得ない事情で配置技術者を変更

せざるを得ないと市が認めた場合は、工事完了時の履行確認において、新

たな配置技術者について再評価を行い、変更前の配置技術者の評価結果を

下回った場合は、工事成績評定において履行が確保されなかったとして評

価する。ただし、配置技術者本人の妊娠・出産により変更せざるを得なか

った場合は、再評価を行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 技術評価点における評価項目及び評価基準の設定 

  次における評価項目についてそれぞれ評価を行い、各々評価点を算出する。 

 

 
 

　・対象工事と同種工事の施工実績が３件以上あり 3

　・対象工事と同種工事の施工実績が３件以上あり 3
2

1

　・対象工事と同種工事の施工実績が１件あり
　・対象工事と同種工事の施工実績が２件あり

　①～⑦のうち

　・３項目から４項目該当している
　・５項目以上該当している 3

　・参加回数３回以上 3

企
業
の
技
術
力

配置予定技術
者の能力

　・表彰１回以上
ウ　過去５年間における国又は県の優良工事表彰

1
　岩沼市との間で災害時の協力等に関する協定を締結す
る団体への加入

通常時におけ
る地域貢献

　・参加回数１回
ア　従業員における岩沼市内在住の若手技術者の雇用　
　・雇用あり
イ　従業員における岩沼市消防団員の雇用
　・雇用あり
①　建設業労働災害防止協会への加入

　・加入している
　過去１年間に、単体又は加盟する団体において、半日
以上の無償ボランティア参加実績

　・参加回数２回

評価点の視点 評価項目及び評価基準 配点

　・（ア）（イ）のいずれかを取得している
エ　過去１０年間の岩沼市内での公共工事の施工実績
　・岩沼市発注工事の施工実績あり
　・その他公共工事の施工実績あり

イ　過去１０年間の主任（監理）技術者として同種の公
　共工事の施工実績

オ　地域への精通度
　・岩沼市に本店がある
　・岩沼市に支店等がある
ア　主任（監理）技術者の保有資格
　・１級国家資格者又は技術士
　・２級国家資格者

ア　過去１０年の公共工事の施工実績

　・対象工事と同種工事の施工実績が１件あり
　・対象工事と同種工事の施工実績が２件あり 2

　　　　みちのくＥｍｓ
　・（ア）（イ）ともに取得している

ウ　ＩＳＯマネジメントシステム等の取組状況
　（ア）ＩＳＯ９００１
　（イ）ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１又は

イ　過去５年間における国又は県の優良工事表彰
1

合計（技術評価点の最高点数）

②　次世代育成支援に関する措置
　　（常用雇用者数が101人以上である者は除く。）
③　障害者雇用の促進
④　高年齢者雇用の促進

⑥　協力雇用主の登録
⑦　協力雇用主による保護観察対象者等の雇用

⑤　岩沼市シルバー人材センターへの発注

　過去２年間の事故及び不誠実な行為
　・文書注意 -2
　・指名停止 -4

減
点

災害時におけ
る地域貢献

2

2
1

2
1

2
1

25

1

1

2
1

1

1

2
1

1

0

地
域
貢
献
度

安全衛生や福
祉等への取組

社
会
性

雇用における
地域貢献

企業の施工能
力

　・表彰１回以上

　・１項目から２項目該当している

評価点



４ 技術評価点における評価項目及び評価基準の説明 

⑴ 企業の技術力について  

ア 企業の施工能力について 

   (ｱ) 過去１０年の公共工事の施工実績 

    ・ 対象工事と同種工事の施工実績が３件以上あり  ３点 

    ・ 対象工事と同種工事の施工実績が２件あり    ２点 

    ・ 対象工事と同種工事の施工実績が１件あり    １点 

    ・ 実績なし                   ０点 

 ここでいう公共工事の施工実績とは、国、地方公共団体、独立行政法人、公社その

他これに類する法人が発注する工事を１回以上受注し、これを完了した実績をいいま

す。共同企業体による施工実績は、当該業者の出資比率３０％以上である場合に該当

するものとします。同種工事とは、建設業法上の同一業種であるもので、かつ、同様

の内容を有する工事を案件ごとに公告で示します。また、複数の実績がある場合は、

そのうち得点の一番高いものを評価します。以下の項目も同様です。 

   (ｲ) 過去５年間における国又は県の優良工事表彰   

    ・ 表彰１回以上                 １点 

    ・ 実績なし            ０点    

 対象となる表彰は、①東北地方整備局優良工事表彰（局長・所長）、②東北農政局農

業農村整備事業等優良工事等の請負業者等の表彰、③宮城県優良建設工事施工業者表

彰、④宮城県道路公社優良建設工事施工業者表彰で、過去５年間の受賞実績のある工

種と公告した工事の工種が同一のものを対象とする。 

   (ｳ) ＩＳＯマネジメントシステム等の取組状況 

    ａ：ＩＳＯ９００１ 

    ｂ：ＩＳＯ１４００１、エコアクション２１又はみちのくＥｍｓ 

    上記ａｂについて 

・ 両方取得している        ２点 

・ どちらかを取得している     １点 

・ 両方とも取得していない     ０点 

   (ｴ) 過去１０年間の岩沼市内での公共工事の施工実績 

     ・ 岩沼市発注工事の施工実績あり  ２点 

     ・ その他公共工事の施工実績あり  １点 

     ・ 実績なし            ０点 

   (ｵ) 地域への精通度 

     ・ 岩沼市内に本店がある。     ２点 

     ・ 岩沼市内に支店等がある。    １点 

     ・ その他             ０点 

  

 



  イ 配置予定技術者の能力について 

   (ｱ) 主任（監理）技術者の保有資格 

     ・ １級国家資格者又は技術士  ２点 

     ・ ２級国家資格者       １点 

     ・ その他           ０点 

ここでいう保有資格とは、当該工事に係る業種について保有する資格を指します。

複数の資格を保有している場合は、得点の高い資格１つを評価の対象とします。 

   (ｲ)  過去１０年間の主任(監理)技術者として同種の公共工事の施工実績 

    ・ 対象工事と同種工事の施工実績が３件以上あり  ３点 

     ・ 対象工事と同種工事の施工実績が２件あり    ２点 

       ・ 対象工事と同種工事の施工実績が１件あり     １点 

      ・ その他                    ０点 

 当該配置予定技術者が工事期間の８０％以上を主任技術者又は監理技術者として

選任されていなければなりません。また、主任技術者又は監理技術者以外の技術者・

現場代理人としての施工実績は評価の対象ではなく、その他となります。 

      ※ 配置予定技術者は受注者の都合で変更することはできません。 

      【契約前】入札時に申告した配置予定技術者を配置できないときは、いかなる理由で 

も契約できません。 

      【契約後】配置技術者の死亡、傷病、退職、妊娠、出産、育児、介護その他やむを得

ない事情で配置技術者を変更せざるを得ないと市が認めた場合は、工事完了

時の履行確認において、新たな配置技術者について再評価を行い、変更前の

配置技術者の評価結果を下回った場合は、工事成績評定において履行が確保

されなかったとして評価します。ただし、配置技術者本人の妊娠・出産によ

り変更せざるを得なかった場合は、再評価を行いません。 

  ウ 過去５年間における国又は県の優良工事表彰   

    ・ 表彰１回以上                 １点 

    ・ 実績なし            ０点    

現場代理人を表彰対象とする「東北地方整備局優良企業（現場代理人）表彰（いわ

ゆる SAFETY 優良企業（現場代理人）表彰）」及び「宮城県建設工事事故防止優良者

表彰」を対象とします。ただし、同一工事で両表彰を重複受賞した場合は 1 回の実績

とします。また、表彰を受けた工事に現場代理人とは兼務せずに、（監理）主任技術者

として従事した場合も対象となります。 

 

⑵ 地域貢献度について 

  ア 災害時における地域貢献 

    岩沼市との間で災害時の協力等に関する協定を締結する団体への加入 

    ・ 加入している     １点 

    ・ 加入していない    ０点 



  イ 通常時における地域貢献 

    過去１か年の当該業者又は当該業者が加入する団体が市内で半日以上 

   の無償ボランティア（当該業者の参加が必須）を行った際に参加した回数 

    ・ 参加回数３回以上  ３点 

    ・ 参加回数２回    ２点 

    ・ 参加回数１回    １点 

    ・ 参加なし      ０点 

 半日以上の無償ボランティアとは、無償（実費弁償は可）で、４時間以上（準備時

間を含む。）の清掃、緑化、市施設の修繕、岩沼市主催のイベント協力（金品のみの提

供は除く。）等の活動を行ったことをいいます。（市施設以外の福祉施設等のボランテ

ィア（修繕含む。）は対象外です）。 

  ウ 雇用における地域貢献 

(ｱ) 従業員（役員を除く。）における岩沼市内在住の若手技術者の雇用 

    ・ 雇用あり      １点 

    ・ 雇用なし      ０点 

ここでは、当該工事の入札公告日現在において、満３５歳未満の岩沼市内在住者で、 

建設業法で規定する監理技術者又は主任技術者になりうる資格を持つ者を３か月以

上直接的・恒常的に雇用していることを評価します(短時間勤務従業員の換算は不可)。 

(ｲ) 従業員（役員を除く。）における岩沼市消防団員の雇用 

    ・ 雇用あり      １点 

    ・ 雇用なし      ０点 

３か月以上直接的・恒常的に雇用していること（短時間勤務従業員の換算は不可）。 

 

⑶ 社会性について 

   企業の安全衛生や福祉等に対する取組を評価します。 

   (ｱ) 建設業労働災害防止協会への加入 

   (ｲ) 次世代育成支援に関する措置 

   (ｳ) 障害者雇用の促進 

   (ｴ) 高年齢者雇用の促進 

   (ｵ) 岩沼市シルバー人材センターへの発注 

   (ｶ) 協力雇用主の登録 

   (ｷ) 協力雇用主による保護観察対象者等の雇用 

    上記項目のうち  

    ・ ５項目以上該当している     ３点 

    ・ ３項目から４項目該当している  ２点 

    ・ １項目から２項目該当している  １点 

    ・ 該当しない           ０点 

 



(ｱ) 入札公告日現在において、建設業労働災害防止協会へ加入していること。 

(ｲ) 入札公告日現在において、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計 

画を策定及び都道府県労働局に届出済みであること（ただし、常用雇用者数が 101 

人以上である者は除きます。）。 

(ｳ) 障害者の雇用状況報告義務がある事業者については、直近の障害者雇用状況報告

において、法定雇用率を満たし、かつ、公告日現在において法定雇用率を満たして

いる、障害者の雇用状況報告義務がない事業者については公告日現在で 3か月以上

1 人以上（所定労働時間が 30 時間以上の者をいいます。所定労働時間が２０時間以

上３０時間未満の場合は、２人以上とする。）障害者を雇用していること。 

(ｴ) 65歳以上の者を公告日現在で 3か月以上 1 人以上（当該法人の従業員に定めら 

れている１週当たりの労働時間を１人と換算し、65歳以上の直接的に雇用されてい 

る者の労働時間を合計し、3 か月以上 1 人以上となること。）雇用していること。 

(ｵ) 過去１か年で岩沼市シルバー人材センターへの発注実績があること。 

(ｶ) 入札公告日現在において、保護観察所に更生保護の協力雇用主として登録がある 

こと。 

(ｷ) 協力雇用主に登録のある事業者が、更生保護法第４８条に規定する保護観察対象 

者又は同法第８５条に規定する更生緊急保護の対象者を公告日から起算して、２年 

以内に３か月以上継続雇用した実績があること。 

 

以上を各項目の該当要件とします。ただし、（ｳ）、（ｴ）及び（ｷ）について、当該業

者の役員は対象に含めません。  

 

 ⑷ 過去２年間の事故及び不誠実な行為 

    ・ 該当なし   ０点 

    ・ 文書注意  －２点 

    ・ 指名停止  －４点 

 文書注意とは、指名停止要領に定める文書による指導・警告をいい、指名停止につ

いては同要領に基づき措置されたものをいいます。同一工事で文書注意と指名停止が

あった場合は、指名停止の減算のみとします。 

 

 

 

 

※ 評価項目における期間の考え方は次のとおりです。 

 公告日現在で○か月：公告日を起算として直近の○か月 

過去○年間 ：公告日の属する年を除く直近の○か年に当該年度の入札公告日 

      までを加えた期間 

過去○か年度：公告日の属する年度を除く直近の○か年度 


