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入 札 説 明 書 

 

 

徳島中央広域連合西消防署新築工事に係る入札等については、関係法令に定めるも

ののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 総合評価落札方式の適用 

（１）本工事は、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（簡易型）の工事である。 

 

２ 総合評価落札方式に係る事項 

（１）落札者の決定方法 

入札参加者は、価格及び企業の技術力等を記載した技術資料をもって入札に参加し、

入札価格が予定価格と最低制限価格の範囲内である者のうち、（２）総合評価の方法に

よって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

ただし、落札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、著しく不適当と認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札し

た他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

 

（２）総合評価の方法 

① 評価値の算出方法 

評価値は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者については、次の算式に

より算出する。 

ア 評価値 ＝（標準点＋加算点）÷入札価格（単位：百万円） 

 ＝（１００点＋加算点）÷入札価格 

なお、評価値の計算においては、入札価格の単位は万円とし、評価値は、少数

第４位（５位切り捨て）とする。 

イ 標準点：入札価格の範囲内において仕様書等に記載された要求要件を実現でき

ると認められる場合は１００点の標準点を与える。 

ウ 加算点：加算点については最大２０点とし、（３）評価項目、評価基準に基づ

き加算した評価点の合計を以下の算式により算出した値とする。 

加算点 ＝（Ａ÷Ｂ）×２０点 

Ａ ＝貴社における評価点の合計 

Ｂ ＝評価項目毎に定められた最大の評価点の合計 

なお、加算点は小数第１位（２位四捨五入）とする。 

② 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものと

する。 
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（３）評価項目、評価基準 

評価項目及び評価基準は、以下のとおりとする。 

① 施工計画 

評価項目 評価基準 配点 評価点 

施 

 

工 

 

計 

 

画 

○工程管理方法の適切性 

１ 工事を円滑に進捗させ

るための工夫 

（別記様式－２） 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、特に優れた内容である。 

 

20.0 

 

 

    ／20.0 

 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、優れた内容である。 

 

15.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、特に良い内容である。 

 

10.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、良い内容である。 

 

 5.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

る。 

 

 0.0 

○品質管理方法の適切性 

２ コンクリートの品質を

管理するための工夫 

（別記様式－２） 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、特に優れた内容である。 

 

20.0 

 

 

    ／20.0 

 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、優れた内容である。 

 

15.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、特に良い内容である。 

 

10.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、良い内容である。 

 

 5.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

る。 

 

 0.0 

○施工上配慮すべき事項の

適切性 

３ 周辺環境や安全対策に

対する工夫 

（別記様式－２） 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、特に優れた内容である。 

 

20.0 

 

    ／20.0 

 当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、優れた内容である。 

 

15.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、特に良い内容である。 

 

10.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

り、良い内容である。 

 

 5.0 

当該工事の工事特性を踏まえて適切であ

る。 

 

 0.0 

 

※１ 施工計画書は、評価項目ごとに様式－２を作成し、各項目でＡ４サイズ１枚までと

する。 

※２ 各評価項目は、別に定める「施工計画の評価内容」による。 
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② 企業実績 

評価項目 評価基準 配点 評価点 

企 

業 

実 

績 

企業の施工実績 

（別記様式－３） 

同種・類似工事の施工実績が６億円（税込）以上

あるもの 

 

5.0 

 

    ／ 5.0 

 同種・類似工事の施工実績が３億円（税込）以上

あるもの 

 

3.0 

なし 

 

 

0.0 

※１ 同種・類似工事とは、以下の全てを含むものとする。 

（ⅰ）元請けとして施工した工事であって、平成１５年４月１日から入札公告日までに

引き渡しが完了している工事。 

（ⅱ）受注形態は、共同企業体の場合、出資比率が２０％以上のもの。 

（ⅲ）発注機関は、国・県・市町村・法人税法(昭和４０年法律第３４号）別表第１及

び別表第２に掲げる法人又は建設業法施行規則第１８条で定める法人に限る。（国

又は地方公共団体が行うＰＦＩ事業を含む。） 

（ⅳ）同種工事とは、消防本部、消防署又は消防学校の新築、改築、増築工事とする。 

（ⅴ）類似工事とは、官公庁舎、学校施設、総合病院、社会福祉施設、防災センターな

ど広く住民の利用に供することを目的として建設され、行政区域全域又は行政区域

内各地域において中核的な機能を有する施設の新築、改築、増築工事とする。 

 

③ 配置予定技術者 

評価項目 評価基準 配点 評価点 

配置予定技術者の資格 

（別記様式－４） 

１級建築施工管理技士又は１級建築士取得後１０

年以上の経験があるもの※１ 

 

12.0 

 

    ／12.0 

 １級建築施工管理技士又は１級建築士取得後５年

以上の経験があるもの※１ 

 

 6.0 

上記以外 

 

 

 0.0 

配置予定技術者の施工経

験 

（別記様式－４） 

同種・類似工事の施工経験が１件以上あるもの 

 

  

 3.0 

 

    ／ 3.0 

 上記以外 

 

  

 0.0 

※１ 資格の経験は、保有資格の取得日から入札公告日までの経験年数とする。 

※２ 同種・類似工事とは、②企業実績※１による。請負金額が３億円（税込）以上の工

事。 

※３ 配置予定技術者は３名まで申請できるが、複数申請した場合は、最も評価の低い者

で評価する。 

※４ 配置予定技術者としての評価は、工期の２分の１を超える現場代理人、監理技術者

又は主任技術者として従事した経験のみを対象とする。 
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④ 地域貢献度 

評価項目 評価基準 配点 評価点 

地 

域 

貢 

献 

度 

地元企業下請比率 

（別記様式－５） 

下請金額の総額比率が１５％以上  

15.0 

 

 

    ／15.0 

 

下請金額の総額比率が１０％以上１５％未満  

10.0 

下請金額の総額比率が５％以上１０％未満  

 5.0 

下請金額の総額比率が５％未満  

 0.0 

※１ 地元企業とは、吉野川市又は阿波市内に本社及び本店がある者をいい、二次下請企

業までに限る。 

 

⑤ 地域精通度 

評価項目 評価基準 配点 評価点 

地域精通度 

営業所拠点の有無 

吉野川市又は阿波市内に建設業法上の主たる営業

所があるもの 

 

 5.0 

 

    ／5.0 

 徳島県内に建設業法上の主たる営業所があるもの  

 3.0 

 上記以外  

 0.0 

 

※１ 建設業法上の許可業種は、建築工事業であること。 

 

（４）説明会 

申請書及び資料の作成説明会は開催しない。 
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３ 入札手続き等に関する事項 

（１）入札手続きに関する問い合わせ先 

〒７７６－００１３  徳島県吉野川市鴨島町上下島２１－１ 

徳島中央広域連合 事務局総務課 担当：池上 

電話 ０８８３－２２－２２５５ 

 

（２）入札日程 

手続等 期間・期日 提出場所・閲覧方法 

設計図書等の閲覧 平成３０年５月１４日（月）～ 

平成３０年６月２１日（木）１７時００分 

広域連合ホームページ 

設計図書等に関する質

問書の提出 

平成３０年５月１５日（火）～ 

平成３０年５月２８日（月）１７時００分 

事務局総務課 

（メール、郵送又は持参） 

質問事項回答日 平成３０年６月 ４日（月）１４時００分 

 

広域連合ホームページ 

申請書及び資料の提出

(参加資格、課題等) 

平成３０年６月１２日（火）～ 

平成３０年６月１８日（月）１７時００分 

事務局総務課（郵送又は持

参。メール不可） 

入札書及び工事費内訳

書の提出（入札日） 

平成３０年６月２２日（金） ９時００分 

 

広域連合消防本部２階 

大会議室 

 

（３）入札書記載金額 

落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の 100分の 8に相当する額を加算した金

額（当該金額に 1円未満の端数がある場合は、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の 108分の 100に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 

（４）工事費内訳書 

工事費内訳書は指定様式により作成し、入札日に入札書に添付して入札箱に投入する

こと。工事費内訳書の添付のない入札及び工事費内訳書記載内容に不備のある入札は無

効とする。 

 

（５）入札心得 

徳島中央広域連合入札心得を熟知の上、入札心得に入札者の氏名を表記し、入札執行

前に提出すること。 

 

（６）委任状 

入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を入札執行前に提出すること。 
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（７）入札の辞退 

入札を辞退するときは、入札辞退届を提出すること。 

 

（８）入札執行回数 

入札執行回数は 1回とし、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格で有効な入札がな

いときは、入札を終了する。 

 

４ 競争参加資格の確認等 

（１）申請書の提出 

申請書は別記様式－１により作成し、平成３０年６月１２日（火）から平成３０年６

月１８日(月）までの間に、３（１）に提出するものとする。 

 

（２）書類の作成 

書類は以下のとおり作成すること。 

① 施工計画 

別記様式－２により作成すること。 

各評価項目で作成し、提出物は各項目Ａ４サイズ１枚までとする。 

② 企業実績 

別記様式－３により作成すること。 

※企業の施工実績が証明できる書類（契約図書の写し又はコリンズ竣工登録書類

等）を添付すること。 

③ 配置予定技術者の施工実績等 

別記様式－４により作成すること。 

※配置予定技術者（主任（監理）技術者）の「保有資格」が確認できる書類（監

理技術者証及び資格証明書の写し等）、「同種・類似工事の施工経験」が証明

できる書類（契約図書の写し等）、「企業との雇用関係」が確認できる資料（健

康保険証の写し等）を添付すること。 

④ 地域貢献度 

別記様式－５により作成すること。 

⑤ 質疑応答 

この工事に対する質疑がある場合は、別記様式－６により作成し平成３０年５月

２８日（月）午後５時までに事務局総務課までメール等で提出すること。 

事務局総務課アドレス（mail@tcu.or.jp） 

なお、質疑に対する回答はホームページにて６月４日（月）を予定している。 

 

（３）その他 

① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用し

ない。 

③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 
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④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

 

５ 問い合わせ先 

〒776-0013  吉野川市鴨島町上下島２１番地 1 

徳島中央広域連合 事務局総務課  担当：池上 

電話：０８８３－２２－２２５５  ﾌｧｸｼﾐﾘ：０８８３－２２－２０５５ 

電子ﾒｰﾙ：mail@tcu.or.jp  ホームページ：http://www.tcu.or.jp/ 


