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本資料は、旭川開発建設部における、競争参加資格確認申請資料(以下、技術資料)作成時の留意 

事項をまとめましたので、作成時の参考として下さい。 

技術資料の作成にあたり、入札説明書を十分に確認し、合わせて「技術資料作成時の留意事項」を 

確認願います。 

技術資料及び添付書類に不備があった場合には、否評価や失格となる場合がありますので、注意願いま

す。 

技術資料及び添付資料について、コピーの繰り返し等により写真の不鮮明及び字句の判読不可等確認に

困難な書類も見受けられますので、作成にあたって注意お願いします。 

単純なミスにより、『参加資格無し』又は『否評価』となる事例があります。提出前に必ず条件と記載

内容が合致しているかご確認下さい。 

 

なお、不要な資料及び重複する資料は添付しないように合わせて確認願います。 

 

旭川開発建設部 技術管理官 

(資料表紙 Ｐ-１) 

□ 提出資料名と提出する資料が一致しているか確認すること。 

□ ○印が付いている資料が添付されていない場合があるため確認すること。 

□ ＦＡＸ番号に変わり、担当者メールアドレスを記載すること。 

 

(別記様式２ P-3) 同種の工事の施工実績 

□ 条件：資格要件の同種工事、より同種性の高い工事について入札説明書に適合すること。 

□ 工事名称等：対象年度、工事名、会社名、共同企業体名、発注機関に誤りは無いか確認すること。 

□ 工事概要：同種条件を満たす工種、数量を記入すること。 

□ 添付資料：CORINS の写しとするが、数量等の詳細が確認出来ない場合は公示用設計図書(最終)等、数量等 

の確認が出来る資料を合わせて添付すること。 

・複数の配置技術者の実績を添付した場合、加算点の最下位者の評価とする。 

(別記様式３-１ P-4～P-7) 監理(主任)技術者の資格・工事経験 

□ 配置予定技術者の従事役職・氏名：主任又は監理技術者のいずれかを記入すること。 

□ 法令による資格・免許：有効期限・修了期間・証明期限を確認すること。 

□ CPD の単位取得期間を確認すること。 
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□ 工事経験の条件：競争参加資格(同種工事、より同種性の高い工事)について入札説明書に適合すること。 

□ 工事経験の概要：対象年度、工事名、会社名、共同企業体名、発注機関等に誤りは無いか確認すること。 

□ 添付資料：CORINS の写しとするが、数量等の詳細が確認出来ない場合は公示用設計図書(最終)等、数量等の

確認が出来る資料を合わせて添付すること。 

□ 従事役職が担当技術者で従事し、全工期従事しなかった場合は、条件を満たすことを証明する実施工程表

等、実際の作業状況が分かる資料を添付すること。※確認出来ない場合は「失格」となる場合があります。 

 

・【参考】ＣＰＤ単位取得 P-8) ＣＰＤ評価事例 

□ (CPD)学習履歴証明書の添付すること。 

□ 入札説明書に記載されている証明期間における推奨単位数を満たしているか確認すること。 

□ 証明期間の開始は、４月１日以降から資料提出期限までなので、留意すること。 

□ 証明期間について参照のこと。  

(別記様式３-２ P-9 ) 監理(主任)技術者等の工事成績 

□ 対象工事：入札説明書より対象年度及び工事区分を確認すること。 

□ 工事の経験の概要：対象年度、工事名、会社名、共同企業体名、発注機関等に誤りは無いか確認すること。 

(別記様式３-３ P-10 ) 詳細設計技術者の資格 【対象工事の場合】 

□ 添付資料の有効期限・修了期間・証明期限について確認。 

□ 技術士、その他の登録番号、取得年月日について確認。 

□ 入札説明書４(６)の基準を満たす者を配置できるか確認。 

(別記様式３-４ P-11 ) 登録基幹技能者・建設マスター・技能士の活用 

□ 現場従事技能者は、雇用されている企業と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるため、健康保険被保 

険者証等の写しを添付すること。 

□ 工事契約後に変更となる場合は、同等以上の者に変更すること。 

(別記様式４ P-12～13)当該工事での留意事項等(施工計画重視型、チャレンジ型様式含む) 

□ 当該工事での留意項等：項目と内容の整合をとること。 

例)品質管理を求めているが、工程管理を記載している場合は評価対象外。 

□ 対策・効果が分かるように、箇所や頻度等を具体的に記載する。 

□ 各項目の留意事項に２つ以上読み取れる記述があった場合は１つめのみ評価する。 

例)１項目に複数(２～３提案)を記載している場合は、２提案目からは評価対象外となります。 

(別記様式５-１ P-14～15) 企業の優良工事表彰等の有無 

□ 評価対象は、優良工事表彰、国交省 i-Con 大賞及び開発局 i-Con 奨励賞いずれかを記載すること。 

 （上記記載表彰重複加点なし、最大配点受賞を評価。工事成績優秀企業認定と重複加点） 

□ 表彰選定（表彰名及び受賞名含む）、工事名、表彰年月日、事業区分に記入漏れ、誤字脱字がないか確認。 

 （事業区分は、「河川」「道路」から選択。） 

□ 対象年度を確認すること。 

 （優良工事表彰は過去２年度、国交省 i-Con 大賞は受賞決定日の翌月の１日から２年間、開発局 i-Con 奨励賞は 

  過去１年度） 
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(別記様式５-２ P-16) 配置予定技術者の優良工事表彰等の有無 

□ 評価対象は、優良工事表彰、海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣賞及び国土交通大臣奨励賞のい

ずれかを記載すること。 

 （上記記載表彰重複加点なし、最大配点受賞を評価。） 

□ 表彰選定（表彰名及び受賞名含む）、工事名、表彰年月日に記入漏れ、誤字脱字がないか確認。 

 （事業区分は、「河川」「道路」から選択。） 

(別記様式６-１ P-17) 近隣地域内の施工実績(過去１０年度) 

□ 工事名・会社名(JV含む)・発注機関に記入漏れ、誤字脱字がないか確認。 

□ 対象年度を確認 

□ 工事区分を確認(入札説明書４(２)と同じ本工事の工事区分) 

(工事により工事区分が変更になるため、入札説明書をよく確認すること。) 

□ 旭川開発建設部管内での施工実績のため開発局発注以外も評価対象。ただし本工事と同一区分。 

(別記様式６-２ P-18) 年間維持除雪工事の施工実績(一般土木(道路部門)のみ) 

□ 連続 5年以上を確認するため CORINS の写しを添付。（全ての写しと工事箇所図を添付） 

□ 当該工事区間以外または箇所以外での年間維持除雪工事の実績は評価しない。 

(別記様式６-２ P-19) 年間維持舗装工事の施工実績(舗装(道路部門)のみ) 

□ 連続 5年以上を確認するため CORINS の写しを添付。（全ての写しと工事箇所図を添付） 

□ 当該工事区間以外または箇所以外での年間舗装維持工事の実績は評価しない。 

(別記様式７-１ P-20 、P-21) 社会資本整備に関するボランティア(過去３年度 営繕含む) 

□ 寄付・寄贈、ボランティアサポートプログラム及び河川協力団体の活動に係るものは、評価対象としない。 

□ 当該活動に対する表彰状、感謝状又は礼状あるいは内容が確認できる資料をあわせて必ず添付すること。 

 （要請がない活動についても、国、地方自治体及び公共施設管理団体からの表彰状、感謝状、礼状により 

  活動が確認できるものは評価対象のため、表彰状、感謝状、礼状は必ず添付すること） 

□ 過去４年以前からの継続活動の場合は、過去４年以前に受けた表彰状、感謝状又は礼状でもよい。 

この場合、過去３年以内における当該活動が確認できる資料をあわせて添付すること。 

 

(別記様式７-２ P-22) 災害活動による地域貢献の有無 

□ 被災後の災害復旧工事における工種(工事内容)と同一の災害対応(活動)は評価対象としない。 

□ 当該活動の要請書、契約書、活動証明書(通信記録も可)、新聞、広報誌等の対象年度を確認。 
 
 (別記様式８ P-23) 関連分野での技術開発実績(NETIS への登録)及び有用な技術の活用 

□ 技術の位置付け（有用な新技術）又は旧実施要領のよる技術の位置付けに該当しないものは、評価しない。 

□  適用期間が終了のものは評価しない。 
 
(別記様式８ P-24) 新技術導入促進（Ⅰ）型での新技術活用提案 

□ 技術の位置付け（有用な新技術）又は旧実施要領のよる技術の位置付けに該当しないものは、評価しない。 

□ 適用期間が終了のものは評価しない。 
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賃上げを実施する企業に対する加点措置について 

□ 加点評価                                                 

事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値（大企業：3%、中小企業等：1.5%）以上の賃上げを表明した入札参

加者を総合評価において加点する。加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「表明書」を提

出。加点割合は５％以上とする。 

 

□ 実績確認等 

加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後の国

の調達において、入札時に加点された割合よりも大きく減点されます。 

※参考リンク北海道開発局ホームページ

「https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/slo5pa000000hdig.html」 
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　施工経験に基づく施工計画の様式

○○○○○○○○工事

会社名：

留意事項に対する
具体的な課題

課題に対する取組
内容とその効果

項　　目 ②△△△△について

留意事項に対する
具体的な課題

課題に対する取組
内容とその効果

取組の履行確認
方法

(1)

(2)

(3)

取組の履行確認
方法

項　　目 ③○○○○について

(1)

(2)

(3)

留意事項に対する
具体的な課題

課題に対する取組
内容とその効果

取組の履行確認
方法

(1)

(2)

(3)

当該工事での留意事項

■当該工事での留意事項
　本工事は軟弱地盤上における○○の○○○工事のうち、○○○の工事を施工するものであ
り、○○や○○等、適切な施工が求められる。このことを踏まえ、下記の各項目について具体
的な留意事項等を記載願います。

項　　目 ①□□□□について

施工能力評価型Ⅰ型①（施工計画重視型）（チャレンジ型）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４）

工事名、会社名は

必ず記入（ＪＶの場

合は、ＪＶ名を記入）

各項目①～③について、同種工事の実績・経験を踏まえ、以下の内容を簡潔に記載するものとする。

(1)には【留意事項に対する具体的な課題】（内容）について記載

(2)には【課題に対する取組内容とその効果】 （施工方法、対策等）について記載

(3)には【取組の履行確認方法】（発注者が確認可能なもの）について記載

なお、(2)【課題対する取組内容とその効果】については、１件のみとする。２件以上の記載があった

場合には、２件目以降は評価しない。

様式



注１）作成・提出時には、表中注釈（吹き出し）及び注１）（本行）以降のコメントを削除すること。 
注２）以下の事項は評価対象とならないので留意すること。 

　　　      ・コストをかけて、単純に仕様書等に定められた確認回数を増やす、添加剤等を 
　　　　　　　加えて材料の耐久性や機能等を向上させる、安全監視員等の人数を増やす、 
　　　　　　　等のような記述をしている場合 

　　　　　　 ・特記仕様書に記載されている「協議事項」「設計変更」「未計上の工種」に対する提案 
　　　　　　・工事施工時（主たる工種が屋外作業）の熱中症対策に関する提案【対象工事以外は削除】 
　　　　　　・法令遵守に関する事項 
      【上記４項目以外に評価対象とならない項目を設定した場合は以下に記載すること。】 
　　　　　　・○○○○○ 
注３）項目は指定した３項目までとし、４項目以上の記述があった場合、４項目以降は評価対象としない。 
　　　【項目数に応じて赤字部分を修正すること】 
注４）各項目毎の当該工事での留意事項に２つ以上と読み取れる記述があった場合は、１つ目のみを評価 
　　　対象とする。 
注５）文字の大きさは10.0ポイント以上とすること。 
注６）枚数はＡ４判片面１枚以内とすること。 
注７）図面、写真等を引用する場合も本様式に含めるものとし、参考資料として別に添付することは認めない。 

注８）ＩＣＴの活用を評価する工事においては、施工監理能力の確認（書面）ではＩＣＴの活用について加点対象 
　　　としない（ＩＣＴの活用については、別記様式11に記載すること。）。ただし、ＩＣＴを応用（別の技術を組み合
　　　わせて効果を高める、又は別の効果を発現する等を含む。）した部分は、その応用部分（付加的な内容）
　　　についてのみ施工監理能力の確認（書面）での加点対象とする。 
　　　【対象工事（施工者希望Ⅰ型のみ）以外は削除】 

注９）一括審査方式においては、対象工事全てにおいて履行可能な留意事項とすること。 

　　　【施工計画重視型の設問は３問を基本。チャレンジ型のテーマは４項目程度】

その他

①作成はモノクロで行うこと。

②新技術を記載する場合はNETIS登録番号を記載すること。

③他機関と協議が必要になる提案は評価しない。

④【 】も該当する場合は、記載を必要としない。
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