
◆確認書発行の流れ及び注意事項

問い合わせ先

宮崎県　農政水産部　農村計画課　技術管理担当（０９８５－２６－７１６５）　

又は

各農林振興局・西臼杵支庁

　１．企業の地域社会貢献度等

　　○各部の「共通項目確認書」で審査する評価項目の比較

広域応援 広域応援

支部内応援 支部内応援

ｴｺｱｸｼｮﾝ21の取得

雇用者の状況

雇用者の状況

新規学卒者の雇用

障がい者の雇用

消防団員の雇用

農地・農業用水等の
資源保全活動の実績

消防団員の雇用

被災調査業務

地域貢献の実績

知事との防災協定

道路パトロール

異常気象時
の協力体制

異常気象時
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環境保全への取組

地域総合メンテナンス
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環境森林部

ISO14001の取得

新規学卒者の雇用

農村地域防災活動
の実績

地域貢献の実績

評価項目 評価基準

県土整備部（土木工事）農政水産部（農業農村整備事業）

地域貢献の
実績

評価項目 評価基準

雇用者の状況

消防団員の雇用

ｴｺｱｸｼｮﾝ21の取得

新規学卒者の雇用

障がい者の雇用

ISO14001の取得

河川緊急メンテナンス

地域貢献の
実績

地域貢献の実績

知事との防災協定

地域貢献の
実績

ｴｺｱｸｼｮﾝ21の取得

知事との防災協定

山地災害防止等支援
活動協定

舗装路面応急補修工事

緊急施行工事（港湾工
事）

障がい者の雇用

環境保全への取組

緊急施行工事（港湾工
事以外）

公共施設保全への
取組

過去２年間の「農
村地域防災活動」
「農地・農業用水
等の資源保全活
動」「住民参加型
直営施工への支援活
動」への参加実績

住民参加型直営施工
への支援活動の実績

ISO14001の取得
環境保全への取組

評価項目 評価基準

※上記のとおり、各部で異なる評価項目があるため、農政水産部の農業農村整備事業では、共通項目確認書（様式第４－１号【農業農村整備事業用】）が必要となります。



　　○確認書発行依頼の流れ（農業農村整備事業）

※入札公告前でも審査を行い、確認書発行をすることとしております。

※確認書発行の対象は、共通項目確認書（様式第４－１号【農業農村整備事業用】）のみとします。

※工事成績評定点・平均受注額様式第９－１号の発行依頼は、土木事務所等においてまだ発行を受けて

　 いない場合に依頼することになります。

※様式第４－１号の作成に当たっては、各評価項目の実績の有無を記入してください。

（注） １．本店を管轄する農林振興局、西臼杵支庁に提出

２．参加する入札が決まっている場合は、技術申請書締切日までに提出が必要

　　※技術申請書締切日までに提出されていない場合は技術申請書は提出されていないものとみなします。

　　※添付資料

　 基本的には、実績の有無を確認するために、様式に示されている資料が必要となりますが、

既に土木事務所等で共通項目確認書の発行を受けている場合は、様式に示されている資料

に代えて共通項目確認書の写しを提出してください。但し、他部と異なる評価項目については、

示されている資料が必要となりますので注意してください。

　　※様式第４－１号【農業農村整備事業用】については、「農村地域防災活動」「農地・農業用水等の

　　　 資源保全活動」「住民参加型直営施工への支援活動」の参加実績がなく、既に土木事務所等に

　　　 おいて様式第４－１号の確認書発行を受けている場合は、様式第４－１号【農業農村整備事業

　　　 用】での確認書発行を受けなくても可とします。その場合、土木事務所等から確認書発行を受け

　　　 た様式第４－１号を技術申請書提出票の添付資料として提出することになります。

（注） 開札日の前日までに、必要な書類が整理できない場合は、加点の対象となりません。

本店を管轄する農林振
興局等

入札参加
者

審　　査（農林振興局等）

①確認書発行依頼

提出

③技術申請書提出

発注農林
振興局等確認書発行（農林振興局等）

②確認書発行

⇒○様式第１－８号（確認書等発行依頼書）※必須

○様式第４－１号【農業農村整備事業用】

資料作成

○様式第１－８号（確認書等発行依頼書）※必須

○様式第４－１号【農業農村整備事業用】及び添付資料



　２．企業の技術力　同種工事（国、県）の施工実績

　　○「同種工事の番号」の設定なしの場合

◆下記のとおり、入札公告「表１　評価項目ごとの評価基準及び配点並びに総合評価の方法」で同種工事の番号の記載がない場合

○同種工事等の設定

　 することになります。　

（例） ・水田・畑地かんがい用の管水路工事（土木一式工事）

・ほ場整備における区画整理工事

　 「河川に関する土木一式工事」に係る別記様式第３－２・３－３号の写しを添付して提出することになります。

　　○「同種工事の番号」の設定ありの場合

◆下記のとおり、入札公告「表１　評価項目ごとの評価基準及び配点並びに総合評価の方法」で同種工事の番号の記載がある場合

○同種工事等の設定

※確認書を発行する同種工事は、別添のとおり３３項目のみ

※３３項目の確認書発行は、土木事務所等で行います。（農林振興局では行いません。）

※農業農村整備事業の案件で、同種工事が「同種工事の番号」の設定あり（３３項目のいずれか）となっている場合の流れ

（例）

①確認書発行（同種工事）依頼

②確認書発行（同種工事）

※本店を管轄する土木事務所等から様式第３－２、３－３号の確認書発行を受けて、発注農林振興局等に提出してください。

備考

備考

詳細を表－２に記載

・用・排水路工事（開水路工事）　　　　　　　　　等

入札参加
者

本店を管轄する土木事
務所等

同種工事

同種工事

道路に関する土木一式工事

Ｈ３１－土木－１

発注農林
振興局等

道路に関する土木一式工事 Ｈ３１－土木－１

※同種工事として設定する下記工事等の場合は、同種工事の番号を設定していない（確認書の発行はしない）ため、様式第３－１号を入札案件毎に提出

※類似工事として「河川に関する土木一式工事（H２８－土木－３）」を設定している案件の場合は、様式第３－１号に土木事務所で確認書発行を受けた

③技術申請書提出

類似工事

同種工事の名称

同種工事の番号

同種工事の番号同種工事の名称

類似工事

同種工事の名称 同種工事の番号



　３．配置予定技術者の能力　同種工事（国、県）の施工実績

　　○「同種工事の番号」の設定なしの場合

※同種工事の番号を設定していないため、様式第６－１号を入札案件毎に提出することになります。

※類似工事として「河川に関する土木一式工事（H３１－土木－３）」を設定している案件の場合は、様式第６－１号に土木事務所で確認書発行を受けた「河川に関

　 する土木一式工事」に係る別記様式第６－２・３－２（６－３）号の写しを添付して提出することになります。

　　○「同種工事の番号」の設定ありの場合

　４．配置予定技術者の能力　同一業種の工事成績点（国、県）の最高点

　　○同一業種が「土木一式工事」の場合

　　○同一業種が「水道施設工事」の場合

　 等に提出してください。　

※企業の技術力　同種工事（国、県）の施工実績と同様、本店を管轄する土木事務所等から様式第６－２、３－２（６－３）号の確認書発行を受けて、発注農林振興局

※水道施設工事は、確認書を発行できる同種工事の対象業種にないため、様式第６－４号を入札案件毎に提出することになります。

　 提出してください（土木一式工事は、確認書を発行できる同種工事の対象業種であるため、配置予定技術者の同一業種の最高点は、様式第６－２・３－２（６－３）号を提出する）。

※２．３の「同種工事の番号」の設定ありの場合と同様、本店を管轄する土木事務所等から様式第６－２・３－２（６－３）号の確認書発行を受けて、発注農林振興局等に



NO
改正・新規の

別
平成３１年度

番号
平成３０年度

番号
担当課

1 － H31-土木-１ H30-土木-１ 道路建設課

2 － H31-土木-２ H30-土木-２ 道路保全課

3 改正 H31-土木-３ H30-土木-３ 河川課

4 － H31-土木-４ H30-土木-４ 砂防課

5 － H31-橋梁-１ H30-橋梁-１ 道路建設課

6 － H31-橋梁-２ H30-橋梁-２ 道路建設課

7 － H31-橋梁-３ H30-橋梁-３ 道路建設課

8 － H31-橋梁-４ H30-橋梁-４ 道路建設課

9 － H31-橋梁-５ H30-橋梁-５ 道路建設課

10 － H31-橋梁-６ H30-橋梁-６ 道路建設課

11 － H31-法面-１ H30-法面-１ 道路建設課

12 － H31-法面-２ H30-法面-２ 道路保全課

13 － H31-法面-３ H30-法面-３
道路保全課

砂防課

14 移行 H31-法面-４ H30-D-15 砂防課

15 － H31-港湾-１ H30-港湾-１ 港湾課

16 － H31-港湾-２ H30-港湾-２ 港湾課

17 － H31-港湾-３ H30-港湾-３ 港湾課

18 － H31-港湾-４ H30-港湾-４ 港湾課

19 － H31-港湾-５ H30-港湾-５ 港湾課

20 － H31-港湾-６ H30-港湾-６ 港湾課

21 － H31-港湾-７ H30-港湾-７ 港湾課

22 － H31-港湾-８ H30-港湾-８ 港湾課

23 － H31-港湾-９ H30-港湾-９ 港湾課

24 － H31-補修-１ H30-補修-１ 道路保全課

25 － H31-建築-１ H30-建築-１ 営繕課

26 － H31-建築-２ H30-建築-２ 営繕課

27 － H31-建築-３ H30-建築-３ 営繕課

28 － H31-電気-１ H30-電気-１ 営繕課

29 － H31-電気-２ H30-電気-２ 営繕課

30 － H31-管-１ H30-管-１ 営繕課

31 － H31-管-２ H30-管-２ 営繕課

32 － H31-空調-１ H30-空調-１ 営繕課

33 － H31-空調-２ H30-空調-２ 営繕課

公共建築物に関する電気改修工事

公共建築物に関する管工事
（鉄筋コンクリート造１０００㎡以上）

公共建築物に関する管改修工事

公共建築物に関する空調工事
（鉄筋コンクリート造１０００㎡以上）

公共建築物に関する空調改修工事

公共建築物に関する電気工事
（鉄筋コンクリート造１０００㎡以上）

港湾等のケーソン据付工事（１，５００t未満）

港湾等の防波堤等上部工工事(海上工事・海上打設)

港湾等の浚渫等工事(海上工事)

港湾等の異形ブロック等製作工事（８０ｔ以上）

港湾等の異形ブロック等据付工事（８０ｔ以上）

港湾等の防波堤等上部工工事(海上工事・陸上打設)

港湾等の防波堤等上部工工事(陸上工事)     

道路トンネル補修工事

公共建築物に関する建築一式工事
（鉄筋コンクリート造１０００㎡以上）
公共建築物に関する建築一式工事
（鉄筋コンクリート造５００㎡以上１０００㎡未満）

公共建築物に関する建築改修工事

港湾等のケーソン据付工事（１，５００t以上）

橋梁下部（躯体）工事                                                             

橋梁下部工における既製杭工事                                        

橋梁下部工における場所打杭工事                                      

橋梁下部工における深礎杭工事                                        

橋梁下部工におけるオープンケーソン工事

橋梁下部工におけるニューマチックケーソン工事

アンカー工事（削孔総延長１５０ｍ以上）

現場吹付のり枠・吹付工事（７００㎡以上）

落石防止網等設置工事                                                 

鉄筋挿入工事等（削孔総延長200m以上）

港湾等のケーソン製作工事                                      

えん堤工事（えん堤高５ｍ以上）

平成３１年度　確認書発行対象の同種工事（県土整備部設定版）　一覧   

同種工事の名称

道路に関する土木一式工事                                                 

道路等に関する舗装工事                                                 

河川に関する土木一式工事                                               


