
【条件付一般競争入札の事例】

金額（予定価格） ページ

・事例１： 直江津小学校校舎改築（議会案件） 717,265,500 1

・事例２： 春日保育園改築（議会案件） 351,592,500 2

・事例３： （仮称）八千浦地区交流施設新築（議会案件） 291,459,000 3

・事例４： （仮称）雪だるま高原夏期集客施設新築（議会案件） 202,545,000 4

・事例５： 西ケ窪浜排水区雨水管路整備（議会案件） 183,970,500 5

・事例６： 下水道センター沈砂池設備（議会案件） 153,016,500 6

・事例７： 八千浦地区道路新設（2工区） 131,775,000 7

・事例８： 高志小学校校舎増築 120,414,000 8

・事例９： 高田南部汚水幹線114他 119,091,000 9

・事例10：直江津小学校校舎改築電気設備 101,818,500 10

・事例11：（仮称）浦川原里山地域活性化センター新築 95,466,000 11

・事例12：昭和町汚水幹線101 86,604,000 12

【指名競争入札の事例】

金額（予定価格） ページ

・事例13：道路舗装改良 8,946,000 13

・事例14：板倉区統合保育園排水施設整備 73,080,000 13

・事例15：上越総合運動公園テニスコート給水管埋設 6,184,500 14

・事例16：ｷｭー ﾋ゚ｯﾄﾊ゙ﾚｲｽｷー 場ｺ゙ﾝﾄ゙ﾗﾈー ｼ゙ｭﾜｲﾔー ﾛー ﾌ゚修繕 35,164,500 14

入札結果の事例

事　　例

事　　例

　条件付一般競争入札の対象となる「8,000万円以上の工事等」の入札結果について、おおむね1千万円単位で金額の大きい順に12件の事例（議会建
設常任委員会で審議された6件を含む）を掲載しました。

　「8,000万円未満の工事等」の入札結果について、平成18年度の上越市入札監視委員会で審議された案件から、落札率が市平均より高かったもの
（事例13）、市平均に近かったもの（事例14）、市平均より低かったもの（事例15）の3件を抽出しました。
　あわせて参考として純然な県外企業（県内に営業所もない企業）が入札に参加したもの（事例16）も掲載しました。

資料１－２



事　例　１　（　議　会　案　件　）

（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 717,265,500

契約額 675,570,000

②　共同企業体の出資比率は次のとおりとする
　　　・代表者50%以上
　　　・代表者以外の各構成員20%以上

＊代表者は総合評点（経営事項審査の客観点数に上越市の主観点数を加算したもの）が構成員の中
で最も高い事業者とする。

代表者

Ａランク業者 Ａランク業者（代表者とならない） Ｂランク業者

代表者以外の構成員

【共同企業体の構成要件】
①　共同企業体の構成は次のようになること

入札参加要件
　次に掲げる条件を満たしている個人又は法人が自主結成の方法により３社で結成する特定共同企業体（以下「共
同企業体」という。）で施工する方式とする。

住吉町 地内

鉄筋コンクリート造3階建1棟 建築面積1,819.22㎡ 延床面積4,380.0㎡ 基礎杭 φ600，700㎜
L=40ｍ 115本 屋根 鉄筋コンクリート即時金コテ押え 複合塗膜防水 外壁 鉄筋コンクリート打放
し　光触媒塗料塗り

備考

－

1,680,000

条件付一般競争入札 入札日 平成18年7月3日

（事前公表） 最低制限価格 603,036,000

677,250,000

直江津小学校校舎改築

686,175,000

高舘・中田・相村 共同企業体

入札額

675,570,000

田辺・竹田・松沢 共同企業体

田中・山口・羽深　共同企業体

大島・住金ｸﾘｴー ﾄ・頸城建工
　　　　　　　　　　　　　　　　共同企業体

686,910,000

683,865,000

（落札率94.2%） 契約者

上位との金額差

680,295,000

681,240,000

681,450,000

業者名

高舘・中田・相村 共同企業体

3,045,000

210,000

日曹・阿部建設工業・阪田
　　　　　　　　　　　　　　　　共同企業体

2,310,000

3,465,000

525,000

2,310,000

高橋組・清水組・新光　共同企業体

落札

※金額は、全て税込み

源・横尾・藤村　特定共同企業体

澤井・大和・市川　共同企業体 688,590,000

690,900,000

694,365,000

694,890,000

西田・サトウ・西村　共同企業体

武江・渡辺・大陽　共同企業体

三牧・片・杉政　特定共同企業体

大栄・小林匠・有坂　共同企業体

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、建築一式工事の格付けが「Ａ」であること
②　地域要件
　　　上越市内に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　建築一式工事に係る監理技術者資格者証（所属会社名が共同企業体の代表者名となっているものに　限
　　る。）の交付を受けている技術者を工事現場に専任で設置できることとし、当該監理技術者にあっては、監理
　　技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する人又はこれに準じる人であること｡なお、これに準じる
　　人とは、ア又はイの人をいう。
　ア　平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する人
　イ　平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた人であって、平成１６年３月１日以後に監理技術者資
　　　格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する人
⑤　その他の要件
　　　ＩＳＯ（９０００又は１４０００シリーズ）の認証を取得していること

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次のアに掲げる要件を満たす１者及びイに掲げる要件を満たす１者とし、いずれも代表者の子会社又は
　　事業協同組合でないこと
　ア 　建築一式工事の格付けが「Ａ」であって、代表者とならない事業者
　イ 　建築一式工事の格付けが「Ｂ」である事業者
②　地域要件
　　　上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　建築一式工事の主任技術者を工事現場に専任で設置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

449日間 建築

2,415,000

735,000

1,680,000

945,000

1



事　例　２　（　議　会　案　件　）

（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 351,592,500

契約額 337,575,000

入札参加要件

春日保育園改築

業者名

久保田・渡辺・山中　共同企業体

（事前公表） 295,459,500

（落札率96.0%） 久保田・渡辺・山中 共同企業体

最低制限価格

契約者

大栄・小林匠・有坂　共同企業体

高舘・中田・相村　共同企業体

5,565,000

735,000

田辺・竹田・松沢　共同企業体

343,350,000

1,050,000

1,575,000

上位との金額差

－

1,050,000

337,575,000

341,775,000

340,725,000 1,575,000

1,575,000

※金額は、全て税込み

落札

備考

大島・住金ｸﾘｴー ﾄ・頸城建工
　　　　　　　　　　　　　　　　共同企業体

高橋組・清水組・新光　共同企業体

澤井・大和・市川　共同企業体

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　 　次のアに掲げる要件を満たす１者及びイに掲げる要件を満たす１者とし、いずれも代表者の子会社又は事業
　協同組合でないこと
　ア　建築一式工事の格付けが「Ａ」であって総合評点が「880点」未満の人又は法人、又は総合評点が「880点」
　　　以上であってＩＳＯの認証を取得していない人又は法人
　イ　建築一式工事の格付けが「Ｂ」の人又は法人
②　地域要件
　 　旧上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　 本件工事に対応する専任の主任技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　 なし

【共同企業体の構成要件】
①　共同企業体の構成は次のようになること
　・代表者
　　　建築一式工事Ａランク業者(総合評点880点以上)
　・代表者以外の構成員
　　　建築一式工事Ａランク業者(代表者の要件に非該当)
　　　建築一式工事Ｂランク業者
②　共同企業体の出資比率は次のとおりとする
　・代表者50%以上、代表者以外の各構成員20%以上

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

　次に掲げる条件を満たしている人又は法人が自主結成の方法により　３社で結成する特定共同企業体（以下「共同企
業体」という。）で施工する方式とする。

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　 平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、建築一式工事の格付けが「Ａ」で総合評点が「８８０点」
　以上であること
　＊総合評点とは：平成１７・１８年度上越市建設工事入札参加資格審査申請書に添付した経営事項審査の総合
　　　　　　　　　　　　評定値通知書の総合評定値に上越市の主観点数を加算したもの。
②　地域要件
　 　合併前の上越市内（以下「旧上越市内」という。）に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　 　なし
④　配置技術者に関する要件
　 　本件工事に対応する専任の監理技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　 ＩＳＯ（9000又は14000シリーズ）の認証を取得していること

田中・山口・羽深　共同企業体

入札日

建築367日間

平成18年9月6日条件付一般競争入札

鉄筋コンクリート造2階建 建築面積 1,484.32㎡ 延床面積 1,901.64㎡ 基礎 特定埋込み
杭工法φ500・φ600・φ700 76セット 屋根 鉄筋コンクリート即時金ゴテ押え、ウレタン塗膜
防水　外壁　鉄筋コンクリート打ち放し、複合仕上塗材Ｅ

春日山町1丁目 地内

339,150,000

入札額

350,700,000

349,965,000

344,400,000
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事　例　３　（　議　会　案　件　）
（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 291,459,000

契約額 271,740,000

鉄骨造2階建1棟 建築面積1276.37㎡ 延床面積1540.87㎡ 基礎杭 φ400-550,300-450㎜ L=5m
79本 屋根 コンクリート即時金コテ押え 複合塗膜防水 外壁 中空押出セメント成形板 複層仕上
塗材吹付

条件付一般競争入札

【共同企業体の構成要件】
①　共同企業体の構成は次のようになること

代表者

入札日 平成18年5月18日

（事前公表） 最低制限価格 243,411,000

（落札率93.2%）

入札参加要件

（仮称）八千浦地区交流施設新築

下荒浜　地内 268日間 建築

契約者 高舘・中田・相村　共同企業体

業者名 入札額 上位との金額差 備考

高舘・中田・相村　共同企業体 271,740,000 － 落札

大島・住金クリエート・頸城建工
　　　　　　　　　　　　　　　　　共同企業体 272,265,000 525,000

田辺・竹田・松沢　共同企業体 273,000,000 735,000

田中・山口・羽深　共同企業体 274,470,000 1,470,000

澤井・大和・市川　 共同企業体 274,890,000 420,000

大栄・小林匠・有坂　共同企業体 275,835,000 945,000

※金額は、全て税込み

高橋組・清水組・新光　共同企業体 276,675,000 840,000

②　共同企業体の出資比率は次のとおりとする
　　　・代表者50%以上
　　　・代表者以外の各構成員20%以上

　次に掲げる条件を満たしている個人又は法人が自主結成の方法により３社で結成する特定共同企業体（以下「共
同企業体」という。）で施工する方式とする。

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次のアに掲げる要件を満たす１者及びイに掲げる要件を満たす１者とし、いずれも代表者の子会社又は事業
　　協同組合でないこと
　ア 　建築一式工事の格付けが「Ａ」であって総合評点が「880点」未満である者又は、総合評点が「880点」以上
　　　　であるがＩＳＯの認証を取得していない者
　イ 　建築一式工事の格付けが「Ｂ」である者
②　地域要件
　　　合併前の上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　建築一式工事の主任技術者を工事現場に専任で設置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

Ａランク業者
（代表者の要件に非該当) Ｂランク業者Ａランク業者

(総合評点880点以上)

代表者以外の構成員

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、建築一式工事の格付けが「Ａ」であり、かつ総合評点が
　　「880点」以上であること
　　＊総合評点とは：平成１７・１８年度上越市建設工事入札参加資格審査申請書に添付した経営事項審査の総合
　　　　　　　　　　　　　評定値通知書の総合評定値に上越市の主観点数を加算したもの。
②　地域要件
　　　合併前の上越市内（旧上越市内）に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　建築一式工事に係る監理技術者資格者証（所属会社名が共同企業体の代表者名となっているものに限る。）
　　の交付を受けている技術者を工事現場に専任で設置できることとし、当該監理技術者にあっては、監理技術者
　　資格者証及び監理技術者講習修了証を有する人又はこれに準じる人であること｡なお、これに準じる人とは、ア
　　又はイの人をいう。
　ア　平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する人
　イ　平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた人であって、平成１６年３月１日以後に監理技術者資格
　　　者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する人
⑤　その他の要件
　　　ＩＳＯ（９０００又は１４０００シリーズ）の認証を取得していること
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事　例　４　（　議　会　案　件　）
（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 202,545,000

契約額 195,300,000

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次のいずれかの要件を満たす人又は法人とする、ただし事業協同組合でないこと
　ア　建築一式工事の格付けが「Ａ」の人又は法人
　イ　建築一式工事の格付けが「Ｂ」の人又は法人
②　地域要件
　　　上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の主任技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

入札参加要件

　次に掲げる条件を満たしている人又は法人が自主結成の方法により、２社又は３社で結成する特定共同企業体
（以下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、建築一式工事の格付けが「Ａ」であること
②　地域要件
　　　上越市内に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の監理技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　ＩＳＯ（9000又は14000シリーズ）の認証を取得していること

（仮称）雪だるま高原夏期集客施設新築

安塚区須川　地内 247日 建築

本体 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建 建築面積 895.51㎡ 延床面積 1,159.40㎡ 渡廊下
鉄筋コンクリート造１階建　建築面積　39.20㎡

条件付一般競争入札 入札日 平成19年3月7日

（事前公表） 最低制限価格 169,312,500

（落札率96.4%） 契約者 田中・横尾共同企業体

業者名 入札額 上位との金額差 備考

田中・横尾 195,300,000 － 落札
共同企業体

武江・大嶋
195,825,000 525,000

共同企業体

大島・渡辺・大陽 196,245,000 420,000
共同企業体

久保田・山口・大和 196,350,000 105,000
共同企業体

澤井・竹田
197,400,000 1,050,000

 共同企業体

共同企業体

高舘・中田・郷土建設藤村 197,400,000 0
共同企業体

共同企業体

日曹・サトウ産業 198,240,000 840,000
【共同企業体の構成要件】
　・２社による共同企業体の場合　代表者50%超　　　代表者以外の各構成員　30%以上
　・３社による共同企業体の場合　代表者50%以上　　代表者以外の各構成員　20%以上

※金額は、全て税込み

大栄・小林匠・清水 198,450,000 210,000
共同企業体

田辺・相村
198,870,000 420,000
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事　例　５　（　議　会　案　件　）
（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 183,970,500

契約額 161,595,000

入札参加要件

西ケ窪浜排水区雨水管路整備

西ヶ窪　地内 290日間

　次に掲げる条件を満たしている人又は法人が自主結成の方法により　２社又は３社で結成する特定共同企業体
（以下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。

水道施設・管

工事延長 Ｌ＝243.8ｍ 管路延長 Ｌ＝243.8ｍ 仮設工 一式 推進工 2000㎜ Ｌ＝238.0ｍ 付帯
工　一式

条件付一般競争入札 入札日 平成18年8月9日

（事前公表） 最低制限価格 131,533,500

（落札率87.8%） 契約者 本間・高舘　共同企業体

業者名 入札額 上位との金額差 備考
本間・高舘 161,595,000 － 落札

共同企業体
大豊・畑 167,475,000 5,880,000

共同企業体

北野・飯塚組 168,000,000 525,000
共同企業体

谷村・大島 169,575,000 105,000
共同企業体

加賀田・草間・大和 170,415,000 840,000
 共同企業体

廣瀨・田辺・頸城建工 172,935,000 210,000
共同企業体

水倉・久保田 173,670,000 735,000
共同企業体

※金額は、全て税込み

日特・相村
169,050,000 1,050,000

植木・中田 169,260,000 105,000

北栄・上新開発 170,940,000 525,000

共同企業体
西松・新潟事業 169,155,000 105,000

 共同企業体

共同企業体
田中・大栄・有坂 169,470,000 210,000

共同企業体

共同企業体
丸運・宮澤工業・丸世 171,150,000 210,000

共同企業体

世紀東急・渡辺建設 172,515,000 1,365,000
共同企業体

新潟藤田・澤井
172,725,000 210,000

共同企業体

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、土木一式工事の格付けが「Ａ」であること。
②　地域要件
　　　旧上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の主任技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　 なし

【共同企業体の構成要件】
　・３社ＪＶの場合　　代表者50%以上　　代表者以外の各構成員　20%以上
　・２社ＪＶの場合　　代表者50%超　　　代表者以外の構成員　　30%以上

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、土木一式工事の総合評点（平成１７・１８年度上越市
　　建設工事入札参加資格審査申請書に添付した経営事項審査の総合評定値通知書の総合評定値に上越市
　　の主観点数を加算したもの。以下同じ）が「１１００点」以上であること
②　地域要件
　　　次のいずれかの要件を満たすこと
　ア　合併前の上越市内（以下「旧上越市内」という。）に本社を有すること
　イ　旧上越市内に営業所等（建設業法第７条に規定する経営業務の管理責任者を置く営業所である必要
　　　はない）を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　公共工事の推進工事(公共下水道、農業集落排水)の元請実績があること（共同企業体での施工の場合は
　　代表者に限る）
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の監理技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　営業所に関する要件
　　　・旧上越市内に住所を有する営業所等に土木一式工事の監理技術者が常駐していること
　　　・旧上越市内に住所を有する営業所等に常時勤務する従業員が３名以上であること
⑥　その他の要件
　　　 ＩＳＯ（9000又は14000シリーズ）の認証を取得していること
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事　例　６　（　議　会　案　件　）

（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 153,016,500

契約額 128,310,000

※金額は、全て税込み

入札参加要件

入札額

129,150,000

146,223,000

契約者

最低制限価格（事前公表）

業者名

鶴見・井上 共同企業体

備考

条件付一般競争入札 平成18年5月16日入札日

268日間 水道施設・管

下水道センター沈砂池設備（その３）

143,430,000 14,280,000

128,310,000 －

（落札率83.9%） 住重環境・イズミ 共同企業体

上位との金額差

藤野新田 地内

沈砂池機械設備工事１式 №1-2沈砂池設備 №1細目自動除塵機 №1集砂装置 №1揚砂機 沈砂
分離機　沈砂ホッパ　加圧水槽　加圧水ポンプ　排気ファン

123,889,500

神鋼環境ｿﾘｭー ｼｮﾝ・頸城水道
                                      共同企業
体

住重環境・イズミ 　特定共同企業体 落札

日立ﾌ゚ﾗﾝﾄﾃｸﾉ・昱・山田 　共同企業
体

252,000146,475,000
日本ﾍﾙｽ工業・ｻﾄｺｳ・北陸工業
                                      共同企業
体

2,793,000

840,000

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次の要件を全て満たすこと
　ア　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、管工事の格付けが「Ａ」であること
　イ　平成１７・１８年度上越市建設工事入札参加資格審査申請書で、入札参加を希望した工事の種類のうち、経営
　　　事項審査において管工事又は機械器具設置工事のいずれかの完成工事高が最大であること
②　地域要件
　　　合併前の上越市内（旧上越市内）に本社又は営業所等（建設業法第７条に規定する経営業務の管理責任者
　　を置く営業所である必要はない）を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　管工事の主任技術者を工事現場に専任で設置できること
⑤　営業所に関する要件
　　　旧上越市内における営業所等の開設年数が25年以上経過していること
⑥　その他の要件
　　　なし

【共同企業体の構成要件】
①　共同企業体へは上越市内に本社を有している個人又は法人を必ず１社以上参加させること
②　共同企業体の出資比率は次のとおりとする
　　・３社ＪＶの場合　　代表者50%以上　代表者以外の各構成員　20%以上
　　・２社ＪＶの場合　　代表者50%超　　代表者以外の構成員　　30%以上

　次に掲げる条件を満たしている個人又は法人が自主結成の方法により２社又は３社で結成する特定共同企業体（以
下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次の要件を全て満たすこと
　ア　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、水道施設工事の総合評点が「９００点」以上であること
　　＊総合評点とは：平成１７・１８年度上越市建設工事入札参加資格審査申請書に添付した経営事項審査の総合
　　　　　　　　　　　　　評定値通知書の総合評定値に上越市の主観点数を加算したもの。
　イ　平成１７・１８年度上越市建設工事入札参加資格審査申請書で、入札参加を希望した工事の種類のうち、管工
　　　事又は機械器具設置工事、水道施設工事、清掃施設工事のいずれかの完成工事高が最大であること
②　地域要件
　　　新潟県内に営業所等（建設業法第７条に規定する経営業務の管理責任者を置く営業所である必要はない）を
　　有すること
③　施工実績に関する要件
　　　公共下水道処理施設プラント工事の元請実績があること（共同企業体での施工の場合は代表者に限る）
④　配置技術者に関する要件
　　　本工事に必要な監理技術者資格者証（所属会社名が共同企業体の代表者名となっているものに限る。）の交
　　付を受けている技術者を工事現場に専任で設置できることとし、当該監理技術者にあっては、監理技術者資格
　　者証及び監理技術者講習修了証を有する人又はこれに準じる人であること｡なお、これに準じる人とは、ア又は
　　イの人をいう。
　ア　平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する人
　イ　平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた人であって、平成１６年３月１日以後に監理技術者資格
　　　者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する人
⑤　営業所に関する要件
　　　なし
⑥　その他の要件
　　　ＩＳＯ（9000又は14000シリーズ）の認証を取得していること

6



事　例　７

（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 131,775,000

契約額 126,000,000

※金額は、全て税込み

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次の全ての条件を満たすこと
　ア　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、土木一式工事の格付けが「A」であること
　イ　東日本旅客鉄道㈱の鉄道特異工事施工能力該当者として営業線に近接する範囲の土木工事の施工能力を
　　　有すること
②　地域要件
　　　次のいずれかの条件を満たすこと
　ア　合併前の上越市内（以下「旧上越市内」という。）に本社を有していること
　イ　新潟県内に本社があり旧上越市に営業所等（建設業法第７条に規定する経営業務の管理責任者を置く営業
　　　所である必要はない）を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の監理技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、土木一式工事の格付けが「Ａ」（共同企業体の代表者とな
　　らなかった人又は法人を含む）又は「B」であること
②　地域要件
　　　旧上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の主任技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

【共同企業体の構成要件】
　・ ３社ＪＶの場合　　代表者50%以上　代表者以外の各構成員　20%以上
　・ ２社ＪＶの場合　　代表者50%超　　代表者以外の構成員　　30%以上

丸運・宮澤工業　共同企業体 127,050,000 210,000

加賀田・田中　共同企業体 126,840,000 315,000

本間・高舘　共同企業体 126,525,000 105,000

大島・相村　共同企業体 126,000,000 － 落札

田辺・新潟事業　共同企業体 126,420,000 420,000

福田道路・大和土建工業　共同企業
体

128,625,000 525,000

阿部・頸城建工・タハラ　共同企業体 128,100,000 315,000

猪又・草間　共同企業体 127,785,000 210,000

0

日曹・荷屋　共同企業体 127,575,000 525,000

植木・中田　共同企業体 127,050,000

（落札率95.6%） 契約者 大島・相村　共同企業体

業者名 入札額 上位との金額差 備考

平成18年8月1日

（事前公表） 最低制限価格 93,733,500

入札参加要件

　次に掲げる条件を満たしている人又は法人が自主結成の方法により　２社又は３社で結成する特定共同企業体（以
下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。八千浦地区道路新設（2工区）

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

下荒浜他　地内 206日間 土木

Ｌ＝460.0ｍ W＝8.24ｍ 土工 一式 路盤工 A＝3,431㎡ 法面整形工 A＝520㎡ 縁石工 L＝
286ｍ　擁壁工　路側防護柵工　道路付属施設工　仮設工など

条件付一般競争入札 入札日
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事　例　８

（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 120,414,000

契約額 115,500,000

※金額は、全て税込み

㈱サトウ産業 116,550,000 0

久保田建設㈱ 116,550,000 210,000

㈱大島組 117,075,000 525,000

山口建設㈱ 117,810,000 210,000

㈱澤井組 117,600,000 525,000

小林匠建設㈱ 116,340,000 315,000

－ 落札

大栄建設㈱ 116,025,000 525,000

【工事ごとに定める入札参加資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、建築一式工事の格付けが「Ａ」であること
②　地域要件
　　　合併前の上越市内（旧上越市内）に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の監理技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

（落札率95.9%） 契約者 田中産業㈱

業者名 入札額 上位との金額差 備考

田中産業㈱ 115,500,000

平成18年8月1日

（事前公表） 最低制限価格 99,424,500

入札参加要件

　次に掲げる条件を満たしている人又は法人が単体で施工する方式とする。
高志小学校校舎増築

【条件付一般競争入札に共通する入札参加資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている期間
　　中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定する総
　　合評定値通知書を提出できること

木田3丁目　地内 199日間 建築

鉄筋コンクリート造2階建 増築部建築面積 478.79㎡ 増築部延床面積 786.37㎡ 屋根仕様 カラー
ウレタン塗膜防水　外壁仕様　コンクリート打放し防水型複層仕上　昇降機設備　ダムウェーター　1台

条件付一般競争入札 入札日

8



事　例　９

（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 119,091,000

契約額 111,825,000

※金額は、全て税込み

114,450,000 315,000

廣瀬・草間・やまいち　共同企業体 113,820,000 105,000

水倉・大栄・大和土建　共同企業体 114,135,000 315,000

新潟藤田・澤井・清水　共同企業体

田中・有坂　共同企業体 113,400,000 105,000

丸運・宮澤工業・丸世　共同企業体 113,715,000 315,000

北栄・上越商会・上新開発
　　　　　　　　　　　　　　　共同企業体

113,295,000 0

福田・大島・頸城建工　共同企業体 113,295,000 945,000

本間・高舘　共同企業体 112,350,000 525,000

加賀田・市川　共同企業体 111,825,000 － 落札

業者名 入札額 上位との金額差 備考

（事前公表） 最低制限価格 87,360,000

（落札率93.9%） 契約者 加賀田・市川　共同企業体

高田南部汚水幹線114他

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

大和2丁目　地内 275日間 土木

工事延長 Ｌ＝219.9ｍ 管路延長 Ｌ＝223.7ｍ 推進工 600㎜ Ｌ＝157.5ｍ 200㎜ Ｌ＝66.2ｍ マ
ンホール工　Ｎ＝6基　付帯工　一式　仮設工　一式

条件付一般競争入札 入札日 平成18年6月2日

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、土木工事一式の総合評点が「１１００点」以上であること
　＊総合評点とは：平成１７・１８年度上越市建設工事入札参加資格審査申請書に添付した経営事項審査の総合
　　　　　　　　　　　　評定値通知書の総合評定値に上越市の主観点数を加算したもの。
②　地域要件
　　　次のいずれかの要件を満たすこと
　ア　合併前の上越市内（以下「旧上越市内」という。）に本社を有すること
　イ　新潟県内に本社を有し、かつ旧上越市内に営業所等（建設業法第７条に規定する経営業務の管理責任者を置
　　　く営業所である必要はない）を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　公共工事の推進工事(公共下水道、農業集落排水)の元請実績があること（共同企業体での施工の場合は代表
　　者に限る）
④　配置技術者に関する要件
　　　土木工事一式に必要な監理技術者資格者証（所属会社名が共同企業体の代表者名となっているものに限る。）
　　の交付を受けている技術者を工事現場に専任で設置できることとし、当該監理技術者にあっては、監理技術者資
　　格者証及び監理技術者講習修了証を有する人又はこれに準じる人であること｡なお、これに準じる人とは、ア又は
　　イの人をいう。
　ア　平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する人
　イ　平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた人であって、平成１６年３月１日以後に監理技術者資格者
　　　証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する人
⑤　営業所に関する要件
　　　旧上越市内に住所を有する営業所等に土木一式工事の監理技術者が常駐していること
　　　旧上越市内に住所を有する営業所等に常時勤務する従業員が３名以上であること
⑥　その他の要件
　　　ＩＳＯ（9000又は14000シリーズ）の認証を取得していること

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、土木工事一式の格付けが「Ａ」であり、かつ総合評点が「１
１００点」未満であること
②　地域要件
　　　旧上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　土木工事一式の主任技術者を工事現場に専任で設置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

【共同企業体の出資比率】
　・３社ＪＶの場合　　代表者50%以上　代表者以外の各構成員　20%以上
　・２社ＪＶの場合　　代表者50%超　　代表者以外の構成員　　30%以上

入札参加要件

　次に掲げる条件を満たしている個人又は法人が自主結成の方法により２社又は３社で結成する特定共同企業体（以
下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。
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事　例　10

（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 104,128,500

契約額 98,700,000

※金額は、全て税込み

東光・金井・電設　共同企業体 99,960,000 131,250

大和・タカデン・梨本　共同企業体 99,828,750 288,750

ユアテック・上原工業　共同企業体 101,010,000 420,000

城東・三光・柴田　共同企業体 100,590,000 630,000

田辺･水嶋　共同企業体 99,540,000 210,000

信愛・佐藤電設・サトーメック
共同企業体

99,330,000 630,000

藤縄・富士　共同企業体 98,700,000 － 落札

業者名 入札額 上位との金額差 備考

（事前公表） 最低制限価格 82,971,000

（落札率94.8%） 契約者 藤縄・富士　共同企業体

直江津小学校校舎改築電気設備

【共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

住吉町　地内 405日間 電気

校舎改築にともなう電気設備工事 受変電設備、幹線動力設備、電灯その他設備、電話配管設備、情
報設備、拡声設備、テレビ共聴設備、電気時計設備、防犯 警報設備、トイレ呼出し表示設備、イン
ターホン設備、警備　保障配管設備、防犯設備　の一式

条件付一般競争入札 入札日 平成18年9月6日

【共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次の全ての要件を満たすこと
　ア　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として電気工事の格付けが「Ａ」であり、かつ特定建設業の許可を
　　　有すること
　イ　直近の経営事項審査において平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として入札参加を希望する工事の
　　　種類のうち、電気工事の完成工事高が最大であること
②　地域要件
　　　次のいずれかの要件を満たすこと
　ア　合併前の上越市内（以下「旧上越市内」という。）に本社を有すること
　イ　旧上越市内に開設３０年以上の営業所等（建設業法第７条に規定する経営業務の管理責任者を置く営業所で
　　　ある必要はない）を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の監理技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

【共同企業体の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　次のいずれかの要件を満たすこと
　ア　電気工事の格付けが「Ａ」で特定建設業の許可をもたない人又は法人
　イ　電気工事の格付けが「Ｂ」の人又は法人
②　地域要件
　　　旧上越市内に本社を有していること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の主任技術者を建設業法に従って施工箇所に配置できること
⑤　その他の要件
　　　なし

【共同企業体の構成要件】
　・２社による共同企業体の場合　代表者50%超　　代表者以外の構成員　30%以上
　・３社による共同企業体の場合　代表者50%以上　代表者以外の各構成員20%以上

入札参加要件

　次に掲げる条件を満たしている人又は法人が自主結成の方法により　２社及び３社で結成する特定共同企業体（以
下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。
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事　例　11
（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 95,466,000

契約額 91,875,000

鉄骨造平屋建　延床面積535.53㎡　基礎仕様　φ300-450　Ｌ＝5ｍ　24本　φ400-550　Ｌ＝5ｍ　14本
外壁仕様　セメント中空押出成形板縦張り　屋根仕様　長尺カラーガルバリウム鋼板横張り

条件付一般競争入札 入札日

（仮称）浦川原里山地域活性化センター新築

浦川原区飯室 120日間 建築

平成18年10月31日

（事前公表） 最低制限価格 79,096,500

（落札率96.2%） 契約者

業者名 入札額 上位との金額差 備考

武江・大嶋 91,875,000 － 落札
特定共同企業体

大島・大陽 92,085,000 210,000
共同企業体

高舘・郷土建設藤村組 92,190,000 105,000
共同企業体

久保田建設㈱ 92,400,000 210,000

田中産業㈱ 92,400,000 0

中田建設㈱ 92,610,000 210,000

サトウ・環境サービス 92,925,000 315,000
共同企業体

【共同企業体で入札に参加する場合の代表者以外の構成員の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、建築一式工事の格付けが「Ｂ」であること
②　地域要件
　　　上越市浦川原区内に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の主任技術者を建設業法に従い配置すること
⑤　その他の要件
　　　なし

【共同企業体で入札に参加する場合の出資比率】
　・ 代表者50%超、代表者以外の構成員30%以上

※金額は、全て税込み

入札参加要件

　次に掲げる条件を満たしている人又は法人が単独又は、自主結成の方法により２社で結成する特定共同企業
体（以下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。

【共通する入札参加資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

【単体及び共同企業体の代表者の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、建築一式工事の格付けが「Ａ」であること
②　地域要件
　　　上越市内に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　本件工事に対応する専任の監理技術者を建設業法に従い配置すること
⑤　その他の要件
　　　なし

横尾建設工業㈱ 93,240,000 315,000
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事　例　12
（単位：円）

工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類

工事概要

契約の方法

予定価格 86,604,000

契約額 81,900,000

相村建設㈱ 84,000,000 52,500

昭和町汚水幹線101

昭和町２丁目　地内 250日間 土木

工事延長　Ｌ＝373.2ｍ
管路延長　Ｌ＝373.2ｍ
推進工　300㎜　Ｌ＝341.5ｍ
250㎜　Ｌ＝31.7ｍ
マンホール工　Ｎ＝3基
付帯工　一式
仮設工　一式

条件付一般競争入札 入札日 平成18年6月2日

（事前公表） 最低制限価格 62,328,000

（落札率94.6%） 契約者 田中産業㈱

業者名 入札額 上位との金額差 備考

田中産業㈱ 81,900,000 － 落札

㈱澤井組 82,110,000 210,000

丸世建設㈱ 82,404,000 294,000

田辺建設㈱ 82,425,000 21,000

㈱大島組 82,740,000 315,000

市川建設㈱ 82,740,000 0

大栄建設㈱ 82,950,000 210,000

㈱高舘組 83,475,000 525,000

㈱有坂建設 83,580,000 105,000

上新開発㈱ 83,947,500 367,500

【単体で入札に参加する場合の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年度上越市建設工事入札参加資格者として、土木一式工事の格付けが「Ａ」であること
②　地域要件
　　　合併前の上越市内（旧上越市内）に本社を有すること
③　施工実績に関する要件
　　　なし
④　配置技術者に関する要件
　　　土木一式工事に係る監理技術者資格者証（所属会社名が共同企業体の代表者名となっているものに限る。）
　　の交付を受けている技術者を工事現場に専任で設置できることとし、当該監理技術者にあっては、監理技術者
　　資格者証及び監理技術者講習修了証を有する人又はこれに準じる人であること｡なお、これに準じる人とは、ア
　　又はイの人をいう。
　ア　平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する人
　イ　平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた人であって、平成１６年３月１日以後に監理技術者資格
　　　者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する人
⑤　その他の要件
　　　平成１８年度の公共下水道工事及び農業集落排水工事の口径400㎜以下の推進工事について経常共同企
　　業体の申請をしている場合は単体で入札に参加できない

【共同企業体で入札に参加する場合の資格要件】
①　業種及び格付け等に関する要件
　　　平成１８年５月１２日付、上契第１６６６４号の通知に基づき、平成１８年度公共下水道及び農業集落排水工事
　　（推進小口径・400㎜以下）の「共同企業体申請書」を提出された共同企業体であること
②　共同企業体の代表者の配置技術者に関する要件
　　　土木一式工事に係る監理技術者資格者証（所属会社名が共同企業体の代表者名となっているものに限る。）
　　の交付を受けている技術者を工事現場に専任で設置できることとし、当該監理技術者にあっては、監理技術者
　　資格者証及び監理技術者講習修了証を有する人又はこれに準じる人であること｡なお、これに準じる人とは、ア
　　又はイの人をいう。
　ア　平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する人
　イ　平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受けた人であって、平成１６年３月１日以後に監理技術者資格
　　　者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する人
③　共同企業体の代表者以外の構成員の配置技術者に関する要件
　　　土木一式工事の主任技術者を工事現場に専任で設置できること
④　その他の要件
　　　なし

※金額は、全て税込み

入札参加要件

　次に掲げる条件を満たしている個人又は法人が、単体又は、公共下水道工事及び農業集落排水工事の口径400㎜以
下の推進工事について申請済みの経常共同企業体（以下「共同企業体」という。）で施工する方式とする。

【単体及び共同企業体の各構成員の共通資格要件】
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項に該当していないこと
②　上越市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成７年４月１日実施）に基づく指名停止の措置を受けている
　　期間中にないこと
③　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条の規定により指示又は営業の停止を受けていないこと
④　本工事の契約を締結する日の１年７か月以内の日を審査基準日とする建設業法第２７条の２９第１項に規定す
　　る総合評定値通知書を提出できること
⑤　連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず証券取引法上、連結財務諸表に含むものとされるグループ
　　企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企業は、いずれか１社しか入札に参加できない

大和土建工業㈱ 84,210,000 262,500
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事　例　13 事　例　14

（単位：円） （単位：円）

工事名 工事 工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類 工事場所 工期 工事の種類

工事概要 工事概要

契約の方法 契約の方法

予定価格 8,946,000 予定価格 73,080,000

契約額 8,505,000 契約額 69,300,000

指名要件

指名要件

（落札率95.1%）

中郷区市屋 地内

指名競争入札

80日間

Ｌ＝331.0ｍ　Ｗ＝3.9～7.8ｍ　舗装打換工

入札日

最低制限価格（事前公表）

道路舗装改良

業者名

㈱NIPPOｺー ﾎ゚ﾚー ｼｮﾝ

日本道路㈱

契約者

平成18年10月12日

－

㈱NIPPOｺー ﾎ゚ﾚー ｼｮﾝ

舗装

8,662,500

8,641,500

8,715,000

丸運建設㈱

福田道路㈱

田中産業㈱

世紀東急工業㈱

入札額

8,557,500

8,505,000

8,589,000

8,788,500

21,000

31,500

21,000

52,500

73,500

8,610,000

－

52,500

31,500

指名競争入札：落札率が市平均より高かったもの

旧中郷村の指名実績及び近隣地区から選定

※金額は、全て税込み

㈱植木組

大陽開発㈱

落札

上位との金額差 備考

指名競争入札：落札率が市平均に近かったもの

板倉区統合保育園排水施設整備

板倉区針 地内 239日間 土木

擁壁工 一式 排水施設工 一式 舗装工 A=316㎡ 歩道舗装工 A=478㎡ 駐車場舗装工
A=1840㎡　縁石工　L=148m　消雪パイプ　一式

指名競争入札 入札日 平成18年7月20日

（事前公表） 最低制限価格 51,943,500

（落札率94.8%） 契約者 田中産業㈱

業者名 入札額 上位との金額差 備考

田中産業㈱ 69,300,000 － 落札

大栄建設㈱ 69,720,000 420,000

㈱三原田組 69,825,000 105,000

㈱澤井組 70,087,500 262,500

大和土建工業㈱ 70,140,000 52,500

市川建設㈱ 70,140,000 0

㈱有坂建設 70,350,000 210,000

㈱日曹建設 70,560,000 210,000

丸世建設㈱ 70,875,000 315,000

旧板倉町の指名実績及び隣接地区から選定

※金額は、全て税込み

㈱宮澤工業 70,980,000 105,000
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事　例　15 事　例　16

＊市内や県内に営業所を持たない県外業者が参加した例です。
（単位：円） （単位：円）

工事名 工事 工事名 工事

工事場所 工期 工事の種類 工事場所 工期 工事の種類

工事概要 工事概要

契約の方法 契約の方法

予定価格 6,184,500 予定価格 35,164,500 28,507,500

契約額 5,071,500 契約額 34,860,000

※金額は、全て税込み

指名要件

※金額は、全て税込み

入札日

指名競争入札：落札率が市平均より低かったもの 純然な県外業者が入札に参加したもの（指名競争入札）

上越総合運動公園テニスコート給水管埋設 ｷｭー ﾋ゚ｯﾄﾊ゙ﾚｲｽｷー 場ｺ゙ﾝﾄ゙ﾗﾈー ｼ゙ｭﾜｲﾔー ﾛー ﾌ゚修繕

100日間 機械器具設置

給水管布設　Ｌ＝６４０ｍ ロープ仕様　φ44㎜　6000ｍ　ロープの接合は長手継ぎ　継ぎ手箇所　6箇所

戸野目古新田他 地内 120日間 管 安塚区須川　地内

平成18年5月26日

（事前公表） 最低制限価格 3,895,500 （事前公表） 最低制限価格

指名競争入札 入札日 平成18年1月31日 指名競争入札

（落札率82.0%） 契約者 ㈱セイセツ （落札率99.1%） 契約者 日本ケーブル㈱

業者名 入札額 上位との金額差 備考 業者名 入札額 上位との金額差 備考

㈱セイセツ 5,071,500 － 落札 日本ケーブル㈱ 34,860,000 － 落札

上越ガスサービス㈱ 5,250,000 178,500 東京索道㈱ 34,902,000 42,000

㈱アサヒ工業 5,554,500 304,500 安全索道㈱ 34,986,000 84,000

㈱イズミ 5,617,500 63,000

指名要件 リフト関連工事業者を選定
㈱丸互 5,680,500 10,500

㈱石田工業所 5,670,000 52,500

北陸工業㈱ 5,712,000 31,500

㈱富士産業 5,764,500 52,500

㈱関原工業所 5,775,000 10,500

島津工業㈱ 5,806,500 31,500

頸城水道㈱ 5,838,000 31,500

㈱サトコウ 5,869,500 31,500

㈱井上商会 5,880,000 10,500

㈱高菱 5,932,500 52,500

旧市内に本社を有する管工事のＡランク業者を選定

㈲市村空調設備 5,964,000 31,500
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