
令和3年4月28日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長　　浅利　一成　　

　工事（業務）概要 　入札方式

流域別調査業務 　一般競争入札
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別紙様式３　（一般競争入札）

競争に参加しよう とした者の商号又は名称並びにそのう ち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別添「入札公告」のとおり

予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という 。）第73条の規定に基づく 競争参加資格

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　　別紙「入札公告」のとおり
落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のう ち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳【工事の場合のみ記載】
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

23,000,000円

入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

　工事（業務）名

岩手北部地区治山流域別調査業務

　予定価格（税抜き）

27,886,000円

　契約金額（税抜き）

　令和３年　１１月　令和３年　５月

　調査基準価格（税抜き）

　工事完成（業務完了）の時期

22,191,400円

岩手県八幡平市八幡平山国有林1林班外

　施工（履行）場所

　工事（業務）着手の時期

令和２年度　　岩手北部森林管理署公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

　工事種別（業務区分）

調査測量業務

　契約相手方の商号又は名称及び住所

　岩手県盛岡市仙北二丁目３－３５　　北光コンサル（株）



入札公告の訂正について

令和３年３月１９日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長 浅利 一成

令和３年３月１５日付けで公告した「岩手北部地区治山流域別調査業務｝

について訂正があるので公示する。

＜訂正前＞

（５）現場説明

現況因子 別添

安比川下流 面積 4228.93ha

＜訂正後＞

（５）現場説明

現況因子 別添

安比川下流 面積 5437.42ha

（７） 公表用設計書（追加）
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別添１

入札公告

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

令和３年３月１５日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長 浅利 一成

1 業務の概要

(1) 業務名 岩手北部地区治山流域別調査業務

(2) 履行場所 岩手県八幡平市八幡平山国有林１林班ほか

(3) 業務内容 治山流域別調査業務

(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和３年１１月３０日まで

(5) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、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

総合評価落札方式の適用業務である。

(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、

発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。

(7) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 85 条の基準に基づ

く調査基準価格又は業務の品質確保の観点から岩手北部森林管理署長が定める価格（以下「品質確保基準価

格」という。） を設定する対象業務である。

(8) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務であ

る。

2 競争参加資格要件等

(1) 予決令第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。

(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係る A等級、B

等の一般競争参加資格の認定を受けていること。

なお、会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、

東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を岩手県として登録してい

ること。

(5) 平成 18年 4月 1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建
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設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成 11 年 3 月 25 日付け 11 経第 718 号

大臣官房経理課長通知)及び「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについての廃止後の

対応について」(平成 25年 3月 26日付け 24国管第 159号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下

同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。

なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業

務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者

において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22年 3月 18日付け 21林

国管第 106号林野庁長官通知)第 6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60

点未満のものは実績として認めない。

設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。

同種の業務：治山関係事業における工事の測量設計業務

(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。

なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの

基準を満たす者とする。

ア 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受け

た者、又は当該調査等の関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算２ヶ年以上ある者で次の

いずれかに該当する者。

(ア) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学(同法第 69 条の 2 に規定する大学(以下「短期大学」と

いう。)を除く。)又は旧大学令(大正 7年勅令第 388号)による大学において、林業又は土木に関する課程

を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が 18年以上である者

(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治 36年勅令第 61号)による専門学校に

おいて、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した

期間が 23年以上である者

(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和 18年勅令第 36号)による中等学校を卒業した者又はこ

れと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学

校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が 27年以

上である者

(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと

同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー

(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が 8 年以上

である者

イ 平成 18年 4月 1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経

験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けて

いる場合は、その評定点が 60点未満のものは実績として認めない。

(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、

申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森

林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第

156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)

(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。
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なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。

(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。

ア 令和元年度から令和２年度の過去 2年度に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合において

は、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が 60点未満でないこと。

イ 令和２年 4月 1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務

がある場合においては、当該業務成績評定点が 60点未満でないこと。

ウ 設計協同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績が

ない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。

(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注

者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は入札参加を認めない。

(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 東経第 178号局長通

知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者

又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに

従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなけれ

ばならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法

技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。

ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所へ郵送等(配達証明

ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により 2部提出すること。

ア 提出期間

令和３年３月１６日(火)から令和３年３月３０日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日

（以下「休日等」という。）を除く。)の午前９時００分から午後４時００分まで。ただし、正午から午後 1

時までを除く。

イ 提出場所

〒０２８-７５３４ 岩手県八幡平市荒屋新町４１－８

岩手北部森林管理署 総務グループ

電話：０１９５-７２-２２２１

なお、詳細は入札説明書による。

(3) 技術提案書等は、入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に

参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の方法等

ア 技術等に対する得点は、各評価項目ごとの評価点とし、最大 60点を付与する。

イ 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を 1から減じて得た値に入札価格に対す
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る得点配分(30点)を乗じて得た値とする。

入札価格に対する得点＝配分点(30点)×(1－入札価格／予定価格)

ウ 総合評価は、入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。

(2) 技術提案書の評価基準等

以下に示す項目を評価項目とする。

ア 配置予定技術者の経験及び能力に関する事項

配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等

イ 企業の実績に関する事項

低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績

ウ 業務の実施方針等に関する事項

業務の理解度、実施手順の妥当性

エ 技術提案に関する事項

総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性

及び独創性

オ 技術提案の履行確実性に関する事項

業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再

委託先への適正な支払い

履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

評価点合計＝(配置予定技術者の経験及び能力の評価点＋企業の実績の評価点＋業務の実施方針等の評

価点)＋(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度)

＜履行確実性評価に基づく履行確実性度：1.00～ 0＞

(3) 落札者の決定方法

ア 入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算

出した評価値が最も高い者を落札者とする。

(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。

(イ) 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。

イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86条

の調査を行うものとする。

ウ 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、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低

限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。

オ 技術提案の方法

技術提案は、入札説明書に基づき作成するものとする。

5 入札手続等

(1) 担当部署

〒０２８-７５３４ 岩手県八幡平市荒屋新町４１－８

岩手北部森林管理署 総務グループ
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電話：０１９５-７２-２２２１

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入

札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。

ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記のア及びイにおいて交

付する。なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出る

こと。

ア 交付期間

令和３年３月１６日（火）から令和３年４月２１日（水）まで

イ 交付場所

上記 3(2)と同じ場所。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た

場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和３年４月２１(水)午後４時００分とする。ただし、電子

入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和３年４月１９日(月)午前９時００分からとする。

イ 紙入札により入札する場合は、令和３年４月２２日(木)午後１時３０分までに岩手北部森林管理署会議室

へ入札書を持参すること。

ウ 開札は、令和３年４月２２日(木)午後１時３０分に岩手北部森林管理署会議室において行う。ただし、入

札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知す

る。

エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると

確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金

免除。

イ 契約保証金

請負代金の 10分の 1以上を納付する。

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭

和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付

に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除する。

(3) 積算内訳書の提出

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システム
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により提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明

書による。

積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。

また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当

該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。

なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に

関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 契約書作成の要否

要。

(6) 関連情報を入手するための照会窓口

上記 5(1)に同じ。

(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(2)により技術提案書等を提出するこ

とができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の

確認を受けていなければならない。

(8) 本案件は、技術提案書等及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及

び電子入札システム運用基準(平成 16年 7月林野庁)による。

(9) 履行確実性を評価するために、技術提案書とは別に追加資料の提出を求めるとともに、履行確実性に関す

るヒアリングを実施する場合がある。

(10) その他

詳細は入札説明書による。

本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。

国有林野事業業務請負契約約款

参考：東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル）

なお、、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしま

すのでご承知おきください。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水

産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、そ

の事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳 し く は 、 東 北 森 林 管 理 局 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。
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競争参加資格確認結果書

工事（業務）名： 岩手北部地区治山流域別調査業務

発 注 機 関 名： 岩手北部森林管理署

入 札 公 告 日： 令和３年３月１５日

競争参加資格確認結果通知日：令和３年３月３１日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認める理由

株式会社森林テクニクス 有

株式会社メック東日本 有

株式会社都市整備 有

北光コンサル株式会社 有

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認める理由」の欄には、入札公告において示した「競争

に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさないかを記

載すること。
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種 別 数 量 単 位 単価 金 額 備 考

流域別調査業務
直接人件費
　準備（資料収集） 1.0 事業区

　準備（予備調査） 1.0 事業区

　兄川 準
　　兄川上流 1233.7 ha 1,2,7～9
　　智恵の沢 1136.2 ha 10～14
　　袰部沢 1046.8 ha 15～19
　　兄川下流 935.6 ha 3～6,23
　　黒沢 533.6 ha 20～22
　　比山沢 549.0 ha 24～27
　　高倉沢～馬場沢 611.8 ha 28～31
　相沢川 準
　　白沢 827.7 ha 33～36,37
　　相沢川上流 873.3 ha 39～42,46,47
　　相沢川下流 371.8 ha 43～45
　　丑山沢 656.8 ha 49,52～54
　　田沢 885.8 ha 55～60
　瀬ノ沢川 準
　　兄畑川～戸鎖沢 845.9 ha 117,119～123
　　茂谷地川 1371.6 ha 99～106
　　大平沢 735.3 ha 112～116
　　瀬ノ沢川下流 1269.6 ha 94～98,107～111
　切通川～根石川 準
　　切通川上流 788.4 ha 88～90,93
　　切通川下流 590.6 ha 85,91,92
　　黒倉沢 455.6 ha 86,87
　　根石川上流 1119.4 ha 76～79,82～84
　　根石川下流 838.1 ha 73～75,80,81
　　大沢川 1096.4 ha 65～68,70～72
　　苗代沢 172.7 ha 64
　北ノ又川 準
　　緒ヶ瀬 371.4 ha 1497,1499～1501
　　北ノ又川 4033.8 ha 1498,1561～1566
　松川 準
　　松川 4169.3 ha 1502,1503,1549～1550 1553の内,1554～1560

　岩手山麓 準
　　岩手山麓 3083.6 ha 1512,1516,1517,1519～ 1521,1523～1527,1529～ 1533,1537,1538,1541～ 1543,1546～1548,1551 1552,1553の内

　赤川 準
　　赤川 2158.7 ha 1484～1488,1490～1496

　　中沢 989.2 ha 1475～1477,1479～1483

　　前森 539.9 ha 1465～1467,1471,1472, 1474

　　長川上流 1613.2 ha 1447～1454,1456～1463

　　御月山 418.2 ha 1443～1446
　　焼沢 299.5 ha 1441 1442
　安比川上流 準

数 量 内 訳 書
業務名：岩手北部地区治山流域別調査業務
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種 別 数 量 単 位 単価 金 額 備 考

数 量 内 訳 書
業務名：岩手北部地区治山流域別調査業務

　　深沢 178.3 ha 451 452
　　冷水沢 497.8 ha 453～456
　　ホカイノ沢 542.9 ha 457～459
　　小鍋沢 496.5 ha 460 461 463
　　ヤマダモノ沢 550.9 ha 462 464 465
　　ノリカケ沢 257.8 ha 466 467
　　安比川下流 880.9 ha 468,469,475～478
　　アスナ沢 613.7 ha 470 473 474
　　黒沢 372.5 ha 471 472
　　赤川 670.8 ha 479～481
　　安比川上流 729.3 ha
　安比川下流 準
　　芦名沢下流 378.1 ha 201 202
　　芦名沢上流 681.6 ha 203～206
　　岩名沢 609.6 ha 407～409,191,195～197,201,204,205

　　大又沢 345.3 ha 410,276～278,284～287

　　大藤沢 400.8 ha 411～415
　　長前沢 293.2 ha 417～420
　　桜松沢 523.9 ha 425 444 445 447
　　内田内沢 299.8 ha 426～428,434
　　ヒバリ沢 348.3 ha 126～130,132,133,156～158,160

　　桃ノ木沢 348.3 ha 162～166,168～170
　　船ヶ沢 414.3 ha 192,193,217～219,222～232

　　高滝沢 187.3 ha 279 293 294 301 302 305 306

　　大坪沢 606.9 ha 303,304,316～320 323-329

　平糠川 準
　　宇部川 472.7 ha 1670～1674,1780
　　名越沢 360.9 ha 1667～1669
　　深沢 967.0 ha 1666 1675 1676 1755～1765,1769～1772,1774～1779

　　西岳 671.0 ha 1703～1708
　外川 準
　　上外川 1123.0 ha 1113～1115
　寺田地区 準
　　寺沢 979.2 ha 1430～1440
　　滝ノ沢 660.8 ha 1408 1426 1428 1420

　　七時雨山 743.4 ha 1416～1419
準

102.2 ha 14111413
　報告書作成 1.0 式
　打ち合わせ協議 1.0 式
小計
直接経費
　旅費交通費 1.0 式
　機械器具費及び材料費等 1.0 式
　電子成果品作成費 1.0 式
小計
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種 別 数 量 単 位 単価 金 額 備 考

数 量 内 訳 書
業務名：岩手北部地区治山流域別調査業務

　間接原価 1.0 式
　一般管理費等 1.0 式
小計
計

合計
消費税相当額 1.0 式 合計額の10％
総計


