
総合評価落札方式（地域企業育成型）平成３１年度のデータ登録について

○平成３１年度のデータ登録

平成３１年６月１日以降に開札する地域企業育成型による入札に参加するために

は、平成３１年度のデータ登録が必要となります。

土木工事については、事前の登録を等級がＡクラス、Ｂクラス、Ｃクラスを対象に

平成３１年４月下旬（注１）から受付を開始しますので、地域企業育成型による入札に参

加を予定されている方は、本店の所在地を管轄する土木事務所又は西臼杵支庁へ申請

を行ってください。

土木工事については、原則、平成３１年５月中の登録をお願いします。

なお、建築工事については、地域企業育成型の入札に参加する工事において申請を

行ってください。

（注１）受付開始日については、平成３１年４月に各地区で開催を予定している説明会

にてお知らせします。

H31年度の登録 ※必要に応じ追加登録受付 H32年度の登録

H31.4.1 H31.6.1 H32.4.1 H32.5.31

▼ ▼ ▼ ▼

H30年度の登録結果 H31年度の登録結果に基づき入札

に基づき入札

申請に当たっての注意事項を次のページ以降に記載しますので参考にしてください。

＜問い合わせ先＞

宮崎県 県土整備部 技術企画課 技術評価担当

電 話 ０９８５－２６－７１７８

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０９８５－２６－７３１３

又は

西臼杵支庁・各土木事務所
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◆対象工事

◆落札者の決定方法

　　「価格」と「品質（工事成績等）」を総合的に評価し落札者を決定します。

＜価格競争入札＞ ＜地域企業育成型＞

　　　　※落札者を評価値により決定します。

　　基礎点（１００点）　＋　加算点
評価値＝

　　　　　　　　　入札額 （注）　基礎点（１００点）は入札参加者全員が対象となります。

◆評価項目（土木一式工事・建築一式工事）

評価の
視点 ウェイト 配点

　　　　・８５点以上は満点

　　　　・６５点未満及び工事成績点のない者は０点

30

15

0

30

15

0

（注１）　過去５年間の県工事成績（同一業種）の平均点

　過去５年間とは、開札日が属する年度の５か年度前から開札日の前々月末日までの

期間とする。ただし、開札日が４月に属する場合は、開札日が属する年度の６か年度前

から開札日の前々月末日までの期間とする。

（注２）　施工場所により設定する。

（注３）　「企業の地域社会貢献の実績」は次に掲げる６項目を対象とする。

　　　　　　①ボランティア等の地域貢献の実績（前年度）

　　　　　　②知事との防災協定の加入状況（前年度）

　　　　　　③消防団員の雇用状況（前年度）

　　　　　　④災害復旧工事の実績（過去５年間）

　　　　　　⑤緊急施行工事の実績（過去５年間）

　　　　　　⑥道路パトロール等の実績（過去５年間）

　　　　　　⑦公共建築物の保全点検活動の実績（過去２年間）

　　　　　　⑧災害時の支援活動等の実績（過去２年間）

　　　　　　⑨建築防災活動の実績（過去２年間）

◆特別に定める入札参加の資格

加算点　＝　加算点の満点　（１０点）　×　得点の合計値　／　１００点

60

　　○○市町村内　

　企業の地域社会貢献
　の実績（注３）

　　３項目以上に該当する

　　１項目又は２項目に該当する

40

　　○○土木事務所管内

　　上記に該当しない

得点（満点） 100

　　上記に該当しない

＜総合評価落札方式（地域企業育成型）の概要＞

評価項目 評価基準

　　土木一式工事で予定価格が２５０万円以上４千万円未満の工事及び建築一式工事で予定価格が２５０万円以上４千万円未満
の工事のうち、一部の工事が対象となります。　対象工事については、入札公告でご確認ください。

企業の
地域社
会貢献

度

　地域内における
　本店の有無（注２）

　　地域企業育成型により発注する工事ついては、受注工事は１件を限度とします。ただし、工事完成後、公告日前日迄に引渡
しを完了している場合は、再度、地域企業育成型による入札に参加することができます。なお、地域企業育成型以外の工事の
受注については、制限はありません。

 企業の
技術力

　過去５年間の
　県工事成績の平均点
　　　　（注１）

40

配点 ×
（工事成績点－65点）

(85点－65点)

価格 価格 ＋ 品質（工事成績等）

(注）平成３０年度の発注工事における実績の対象となる期間
「前年度」 ：平成２９年度

「過去５年間」 ：平成２５年度から平成２９年度

※但し、工事成績は（注１）とする。
「過去２年間」 ：平成２８年度、平成２９年度

※①～③ 土木・建築工事が対象

※④～⑥ 土木工事が対象

※⑦～⑨ 建築工事が対象
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◆平成３１年度のデータ登録（資料の提出）

◆審査結果の確認

◆地域企業育成型による入札への参加

◆データの更新
　　データは毎年度の更新となりますので、毎年度、申請が必要となります。

　　提出時期　：　毎年度の４月及び５月

　平成３１年６月１日以降に開札する地域企業育成型による入札に参加できます。

（注）１　入札参加資格については、入札公告で確認してください。

　　　２　平成３１年５月３１日までに開札する工事は、平成３０年度の登録が必要です。

　本店の所在地を管轄する土木事務所又は西臼杵支庁へ
　審査に必要な資料を持参し、確認を受けてください。

　　期　間　：　平成３１年４月下旬（予定）から随時受け付けています。
　　　　　　　　　※各入札公告に記載された技術申請書締切日までに
　　　　　　　　　　 提出がない場合は当該入札には参加できません。

　資料を提出した土木事務所又は西臼杵支庁から審査結果が通知されますので
　内容を確認してください。

＜注＞通知がない又は内容が間違っている場合は
　　　　　担当者へ連絡してください。

Ｓｔｅｐ １

土木工事（土木一式工事）の入札の流れ
＜平成３１年６月１日から平成３２年５月３１日の間に開札する工事＞

Ｓｔｅｐ ２

Ｓｔｅｐ ３

●平成３１年度においても暫定措置として、入札公告期間中にも登録を
受け付けますが、提出期間が非常に短いので予め準備をお願いします。

なお、締切りまでに必要な事項が確認できない場合は、
加点できないこととなりますので、事前の登録をお願いします。

Ｓｔｅｐ ４

※平成３１年度の審査結果を通知された企業は

原則、５月３１日迄の
登録をお願いします。
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◆平成３１年度のデータ登録（資料の提出）

◆審査結果の確認

◆地域企業育成型による入札への参加

◆データの更新
　　データは毎年度の更新となりますので、毎年度、申請が必要となります。

　平成３１年６月１日以降に開札する地域企業育成型による入札に参加できます。

　入札時に発注機関（営繕課等）へ審査に必要な資料を提出し、確認を受けてください。

　資料を提出した発注機関（営繕課）から審査結果が通知されますので
　内容を確認してください。

＜注＞通知がない又は内容が間違っている場合は
　　　　　担当者へ連絡してください。

　　期　間　：　公告日から各入札公告に記載している技術申請書締切日まで

（注）１　入札参加資格については、入札公告で確認してください。

　　　２　平成３１年５月３１日までに開札する工事は、平成３０年度の登録が必要です。

Ｓｔｅｐ １

建築工事（建築一式工事）の入札の流れ
＜平成３１年６月１日から平成３２年５月３１日の間に開札する工事＞

Ｓｔｅｐ ２

Ｓｔｅｐ ３

Ｓｔｅｐ ４

※平成３１年度の審査結果を通知された企業は
Ｓｔｅｐ１・Ｓｔｅｐ２は不要です。

4



総合評価落札方式（地域企業育成型）　提出資料

　●様式第１－３号又は第１－４号を必ず提出してください。

　●その他の様式は、様式第１－３号又は第１－４号において
　　「提出する」とした資料のみを提出してください。

　＜データ登録時における提出資料（記載例）＞

　　　　①　様式第１－３号　（※必ず提出　　　）
　　　　②　様式第４－３号　（※必要に応じ提出）　
　　　　③　様式第４－４号　（　　　〃　　　　）　
　　　　④　様式第５－５号　（　　　〃　　　　）　
　　　　⑤　様式第５－４号　（　　　〃　　　　）　
　　　　⑥　様式第４－７号　（　　　〃　　　　）　
　　　　⑦　様式第４－８号　（　　　〃　　　　）　

　　　　①　様式第１－４号　（※必ず提出　　　）
　　　　②　様式第４－３号　（※必要に応じ提出）
　　　　③　様式第４－４号　（　　　〃　　　　）　
　　　　④　様式第５－５号　（　　　〃　　　　）　
　　　　⑤　様式第５－４号　（　　　〃　　　　）　
　　　　⑥　様式第４－５号　（　　　〃　　　　）　
　　　　⑦　様式第４－６号　（　　　〃　　　　）　

土木工事（土木一式工事）

建築工事（建築一式工事）
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 住所

商号又は名称

代表者氏名

※の箇所は変更があった場合のみ記載

　宮崎県　　　○○市　　　　

※連絡先（ 担当 ○○ ）

電話

ﾌｧｸｼﾐﾘ

e-mail

（ 　地域企業育成型　＜土木一式工事＞ 　）

・・・・・@・・・・・・

備考

H○. . に変更

商号・名称

２　本店の所在地

　○○　　年度宮崎県総合評価落札方式（地域企業育成型）に係る技術申請書を下記のとおり
提出します。

※

別記様式第１－３号（第１０関係）

　○○土木事務所長　殿

記

○○　　年　５月　　日

　○○・・・

　○○建設㈱

　○○　○○　　 

技　術　申　請　書　提　出　票

※

許可番号

知事－○○○○○○建設㈱

１　商号・名称及び許可番号

○○○○－○○－○○○○

○○○○－○○－○○○○

本店の所在地を管轄する
土木事務所又は西臼杵支庁の長を記載

２行目は
過去５年間に許可番号、
商号・名称に変更があった
場合のみ使用します

担当者、連絡先を記載
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業種

＜提出資料＞

　□様式第４－３号

　　（別記様式第４－４号を提出しない場合）

　□様式第４－４号又はその他資料　（※必須）

□実績なし

＜提出資料＞

　□防災協定証明書の写し　（※選択）

　□その他資料　（※選択）

□加入していない

＜提出資料＞

　□様式第５－５号　（※必須）

　□様式第第５－４号又は市町村の証明書　（※必須）

　□健康保険被保健者標準報酬決定通知書等の写し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※必須）

□雇用していない

＜提出資料＞

　□様式第４－７号　（※必須）

　□工事カルテの写し　（※選択）

　□契約書の写し　（※選択）

　□発注機関の証明書の写し　（※選択）

□実績なし

＜提出資料＞

　□様式第４－８号　（※必須）

　□緊急工事発注通知書及び契約書（請書）の写し　（※選択）

　□小規模業務委託発注通知書及び請書の写し　（※選択）

　□発注機関の証明書の写し　（※選択）

　□平成　　年度発行確認書の写し　（※選択）

□実績なし

＜提出資料＞

　□平成　　年度発行確認書の写し　（※選択）

□実績なし

土木一式工事

注２　提出するを選択した場合は、必要な様式及び資料等を提出すること。

（オ）緊急施行工事の実績（過去５年間）

□提出する

（エ）災害復旧工事等の実績（過去５年間）

　□「地域総合メンテナンス業務実績証明書」の写し（※選択）

□提出する
　□「緊急時、休日等における道路巡回パトロール及び応急維
    持工事業務に関する委託契約」の写し（※選択）

　□港湾・漁港の異常時パトロール及び応急維持管理業務に関する
　　委託契約」の写し（※選択）

（ウ）消防団員の雇用状況（前年度）

（イ）知事との防災協定への加入状況（前年度）

　　　（※選択）と表示しているものについては、必要な資料を選んで提出すること。

注１　□部分について、該当する項目を○で囲むか、又は□内にレ印を記入すること。

　□地区建設業協会から提出している災害時の組織体制表
　　の写し（前年度、当該年度の2ヶ年分）　（※選択）

　　　（※必須）と表示しているものについては必ず提出すること。

□提出する

□提出する

（ア）ボランティア等の地域貢献の実績（前年度）

３　企業の地域社会貢献実績

（カ）道路パトロール等の実績（過去５年間）

□提出する

□提出する

６
項
目
の
う
ち
最
大
３
項
目
の
資
料
を
提

出

項目 １

項目 ２

項目 ３

項目 ４

項目 ５

項目 ６



 

 住所

商号又は名称

代表者氏名

※の箇所は変更があった場合のみ記載

　宮崎県　 ○○市

※連絡先（ 担当 ）

電話

ﾌｧｸｼﾐﾘ

e-mail

※ ※

　○○・・・

　○○建設㈱

　○○　○○　　 

備考

　○○　　年度宮崎県総合評価落札方式（地域企業育成型）に係る技術申請書を下記のとおり
提出します。

別記様式第１－４号（第１０関係）

記

○○    年　　月　　日

１　商号・名称及び許可番号

商号・名称

２　本店の所在地

宮崎県　県土整備部　営繕課長　殿

技　術　申　請　書　提　出　票

（ 　地域企業育成型　＜建築一式工事＞　 ）

許可番号

知事－○○○○

○○○○－○○－○○○○

○○○○－○○－○○○○

・・・・・@・・・・・・

○○建設㈱

H22. . に変更

２行目は
過去５年間に許可番号、
商号・名称に変更があった
場合のみ使用します

担当者、連絡先を記載

入札時に発注機関（営繕課等）へ審査に必要な資料を提出してください。
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業種

＜提出資料＞

　□様式第４－３号　（※必須）

　□様式第４－４号又はその他資料　（※必須）

□実績なし

＜提出資料＞

　□防災協定証明書の写し　（※選択）

　□その他資料　（※選択）

□加入していない

＜提出資料＞

　□様式第５－５号　（※必須）

　□様式第第５－４号又は市町村の証明書　（※必須）

　□健康保険被保健者標準報酬決定通知書等の写し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※必須）

□雇用していない

＜提出資料＞

　□様式第４－５号　（※必須）

　□様式第４－６号　（※必須）

□実績なし

＜提出資料＞

　□様式第４－５号　（※必須）

　□様式第４－６号　（※必須）

□実績なし

＜提出資料＞

　□様式第４－５号　（※必須）

　□様式第４－６号　（※必須）

□実績なし

　　　（※選択）と表示しているものについては、必要な資料を選んで提出すること。

注１　□部分について、該当する項目を○で囲むか、又は□内にレ印を記入すること。

　□地区建設業協会から提出している
　　災害時の組織体制表の写し　　（※選択）

□提出する

　　　（※必須）と表示しているものについては必ず提出すること。

注２　提出するを選択した場合は、必要な様式及び資料等を提出すること。

□提出する

□提出する

（ケ）建築防災活動の実績（過去２年間）

（ウ）消防団員の雇用状況（前年度）

□提出する

□提出する

（ア）ボランティア等の地域貢献の実績（前年度）

３　企業の地域社会貢献実績

（ク）災害時の支援活動の実績（過去２年間）

□提出する

（キ）公共建築物の保全点検活動の実績（過去２年間）

（イ）防災協定への加入状況（前年度）

建築一式工事

６
項
目
の
う
ち
最
大
３
項
目
の
資
料
を
提
出

項目 １

項目 ２

項目 ３

項目 ４

項目 ５

項目 ６



様式第４－３号（第１０関係）

　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　○ ○ 建 設 (株)　　　　　　

ボランティア活動の名称 一般県道　○○線　道路清掃

実　　施　　年　　度 　平成　　３０　年度

実　　施　　期　　間
　平成　３０　年　○　月　○　日から
　平成　３０　年　○　月　○　日まで

会社からの参加人数 　　　　　　　　○　　　名

実　　施　　場　　所 宮崎県　○○市　　○○町　　

　一般県道　○○線　道路清掃及び草刈り作業

注１　地域貢献の実績の取扱いについて（※詳細については、総合評価落札方式評価基準を参照すること。）

　　　　　　○「原則、無償であること」

　　　　　　○「会社としての活動であること」
　　　　　　○「地域に貢献していること」
　　　　　を条件とする。

　　　　※特定家畜伝染病（口蹄疫、鳥インフルエンザ等）にかかる防疫作業等及び激甚災害に関する
          地域貢献（ボランティア等）の実績については、その内容が確認できる公的機関や団体の証
　　　　　明書等の写しを提出する。

　　　　○新聞記事

　　　　○写真

地域貢献、地域活動実績調書
（※平成３１年度に申請する場合の記載例）

具体的な活動内容

　２　実施期間、会社からの参加人数、実施場所、活動内容が確認できる資料を次に掲げるものから
　　添付すること。

　　　　○公的機関の証明書の写し（※様式第４－４号　又は　その他の公的機関の証明書）

　　　①　実施期間は当該年度及び前年度内であること。　※地域企業育成型は「前年度」の実績を評価する。

　　　②　実施場所は宮崎県内であること。

　　　③　地域貢献、地域活動は、

　　　　　　　※特定家畜伝染病（口蹄疫、鳥インフルエンザ等）にかかる防疫作業等及び激甚災害に
　　　　　　　　関する地域貢献（ボランティア等）については、有償であっても評価の対象とし、宮
　　　　　　　　崎県外での活動であっても評価の対象とする。

実施期間が平成３０年度であること。
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（注）提出物は複写で可

平成　○○年　○月　○日
○○協会

　　　　　会長　　○○　○○　殿

住所　宮崎県　○○市　○○○
商号又は名称　○○建設(株)
代表者氏名　　○○　○○　 

行　事　名

日　　　時

場　　　所

地域貢献の実績の取扱いについて

　　　○「原則、無償であること」

　　　○「会社としての活動であること」

　　　○「地域に貢献していること」

　　　を条件とする。

上記の記載内容に相違ないことを確認します。

平成○○年　○月　○日

　　　○○協会 　
　　　　　　　　会長　　○○　○○　　　 

　　　  ※特定家畜伝染病（口蹄疫、鳥インフルエンザ等）にかかる防疫作業等及び激甚災害に
　　　　　関する地域貢献（ボランティア等）については、有償であっても評価の対象とし、宮
　　　　　崎県外での活動であっても評価の対象とする。

　②　実施場所は宮崎県内であること。

　③　地域貢献、地域活動は、

様式第４－４号（第１０関係）

地域貢献、地域活動参加確認申請書
（※平成３１年度に申請する場合の記載例）

内　　　容

一般県道　○○線　道路清掃

平成３０年　○月○○日から　　平成３０年　○月○○日まで

　　　宮崎県　○○市　○○町

一般県道　○○線　道路清掃及び草刈り作業

　①　実施期間は当該年度及び前年度内であること。 ※地域企業育成型は「前年度」の実績を評価する。

※この欄は絶対に削除しないこと。
（証明者が、地域貢献の趣旨を理解する上で必要なため。）
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（注）提出物は複写で可

平成　○○年　○月　○日

（公共建築物の保全点検活動等の主催の長）　殿

住所　宮崎県　○○市　○○○
商号又は名称　○○建設(株)
代表者氏名　　○○　○○　 

行　事　名

日　　　時

場　　　所

　　　　　　○公共建築物の保全点検活動の実績

　　　　　　○災害時の支援活動の実績

　　　　　　○建築防災活動の実績

　　　　上記の記載内容に相違ないことを確認します。

　　　　　　平成　　　年　　月　　日

　　　　　（公共建築物の保全点検活動等の主催の長）　　　 

□建築防災活動

注１　公共建築物の保全点検活動等の実績の取扱いについて
　　　（※詳細については、総合評価落札方式評価基準を参照すること。）

　　　②　実施場所は「宮崎県内」であること。

　　　③　次に掲げるいずれかの項目に該当する実績であること。

　　　①　実施期間は当該年度から前々年度までの期間内であること。

様式第４－６号（第１０関係）

公共建築物の保全点検活動等参加確認申請書

具体的な活動内容

（※該当している
項目の□にチェッ
クマーク"レ"　を
記入し、内容を記
載すること。）

○○・・・･○○

　平成○○年○○月○○日から　　平成○○年○○月　　日まで

　宮崎県　○○市　　○○町　　

□公共建築物の保全点検活動

□災害時の支援活動
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工　　事　　名 ○○災害復旧事業

発　注　機　関　名 ○○土木事務所

請　負　業　者　名 ○　○　建　設　(株)

施　工　場　所 宮崎県　○○市　　○○町　　

契　約　金　額 ○○,○○○,○○○　円

工　期（最終）
　平成　○○　年　○○　月　○○　日から
　平成　○○　年　○○　月　○○　日まで

受　注　形　態 単体

　　　①　過去５年間に完成した工事であること。

　　　②　宮崎県の発注した工事であること。

　　　　○ＣＯＲＩＮＳ登録した工事カルテの写し

　　　　○工事請負契約書の写し

　　　　○発注者の証明書の写し

　　　　○工事成績評定書の写し

　　　　○その他の公的機関の発行した証明書の写し

注２　工事名、発注機関名、請負業者名、施工場所、契約金額、工期（最終）、受注形態の
　　　全ての項目が確認できる資料を次に掲げるものの中から添付すること。

注１　災害復旧等の工事の取扱いについて
　　　（※詳細については、総合評価落札方式評価基準を参照すること。）

　　　③　「公共土木施設災害復旧事業」、「一般単独災害復旧事業」、
　　　　　「一般単独災害復旧事業（起債対象外）」に係る工事であること。

様式第４－７号（第１０関係）

災害復旧工事等の実績調書
（※平成３１年度に申請する場合の記載例）

平成２６年度から平成３０年度の期間に
完成した工事であること。

環境森林部、農政水産部の発注した工事
も含む。
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工　　事　　名 ○　○　事　業

発　注　機　関　名 ○○土木事務所

請　負　業　者　名 ○　○　建　設　(株)

施　工　場　所 宮崎県　○○市　　○○町　　

契　約　金　額 ○○,○○○,○○○　円

工　期（最終）
　平成　○○　年　○○　月　○○　日から
　平成　○○　年　○○　月　○○　日まで

　　　①　過去５年間に完成した工事であること。

　　　②　県土整備部が発注した工事であること。

　　　③　緊急施行工事に該当する工事であること。

　　　　○ＣＯＲＩＮＳ登録した工事カルテの写し

　　　　○工事請負契約書の写し

　　　　○発注者の証明書の写し

　　　　○工事成績評定書の写し

　　　　○その他の公的機関の発行した証明書の写し

緊急施行工事の実績
（※平成３１年度に申請する場合の記載例）

注２　工事名、発注機関名、請負業者名、施工場所、契約金額、工期（最終）、受注形態の
　　　全ての項目が確認できる資料を次に掲げるものの中から添付すること。

注１　緊急施行工事の取扱いについて
　　　（※詳細については、総合評価落札方式評価基準を参照すること。）

様式第４－８号（第１０関係）

平成２６年度から平成３０年度の期間に
完成した工事であること。
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（注）提出物は複写で可

平成　○○年　○月　○日

（市町村消防団員担当課の長）殿

住所　宮崎県　○○市　○○○
商号又は名称　○○建設(株)
代表者氏名　○○　○○　 

記

消防団名

消防団員名

消防団員の住所

従事状況

上記記載の内容に相違ないことを確認します。

平成　○○年　○月　○日

（市町村消防団員担当課の長）  

様式第５－４号（第１０関係）

消防団員確認申請書

宮崎県　○○町　○○消防団

　　　　平成○○年　　○月　　○日から

　　　　平成○○年　　○月　　○日時点において継続中

○○　○○

　宮崎県が発注する総合評価落札方式の申請に当たりまして、下記のとおり消防団員と
して任命されていることを確認していただきますよう申請します。

宮崎県　○○町　大字○○　
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様式第５－５号（第１０関係）

企業名：　○　○　建　設　(株)

該当する者の氏名 ○○　○○

消防団員の住所 宮崎県　○○町　大字○○　

該当する者の雇用年月日
(開札日時点で３ヶ月以上)

平成○○年○○月○○日から

該当する者が所属する消防団名 宮崎県　○○町　○○消防団

消防団員としての従事期間
　　　　　　　平成○○年　　○月　　○日から
　　　　　　　平成○○年　　○月　　○日時点において継続中

添　　付　　資　　料 　○様式５－４号

　○健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写し

注１　消防団員雇用の取扱いについて（※詳細については、総合評価落札方式評価基準を参照すること。）

　　　　○その他公的機関等が証明する資料の写し

　　　　○健康保険被保険者標準報酬決定通知書
　　　　　又は住民税特別徴収税額通知書の写し

消防団員の雇用状況調書
（※平成３１年度に申請する場合の記載例）

　２　該当する者の雇用期間、所属していた消防団名、消防団員として従事していた期間が確認できる資料を
　　次に掲げるものから添付すること。

（添付する資料を記載すること）

　　　　○市町村の発行した証明書

　　　　①　代表者であるか、又は、技術申請書の提出日時点で３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

　　　　②　消防組織法に規定する消防団員として従事していたこと。なお、宮崎県内の消防団に限る。

　　　　○３ヶ月以上の雇用が確認できる資料の写し

３か月以上の雇用関係にあること。

宮崎県内の市町村であること。

平成３０年度も従事期間が含まれるていること。

雇用関係が証明できる資料
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○○ 年 月 日

殿

 

着工 平成 年 月 日

完成 平成 年 月 日

　 平成 　 年 　 月 　 日

○○ 年 月 日

 

主任（監理）
技術者

現場代理人

氏名

従事期間

氏名

従事期間

上記のとおり相違ないことを証明します。

工 事 概 要

（発注者）

工事成績点

請負業者名

記

　下記について証明願います。

工　事　名

主任（監理）技術者・現場代理人の施工経験証明書

住　所

　　平成　　年度

名　称

氏　名

（総合評価落札方式における技術申請書用）

申請者

(会社名）

工　　　期

完成検査年月日

収入証紙はり付け欄

建設工事の種類

当初契約額又は最終契約額

※不要な項目は削除してください。

収入証紙４００円をはり付ける
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○○ 年 月 日

殿

 

　 平成 　 年 　 月 　 日

着工 平成 年 月 日

完成 平成 年 月 日

　 平成 　 年 　 月 　 日

○○ 年 月 日

 

「緊急施行工事」の施工証明書

住　所

　　平成　　　年度

名　称

氏　名

契約年月日

収入証紙はり付け欄

記

　下記の工事が、総合評価落札方式において規定する「緊急施行工事」に該当することを証明
願います。

（総合評価落札方式における技術申請書用）

上記のとおり相違ないことを証明します。

工　事　名

工　　　期

完成検査年月日

工 事 概 要

請負業者名

（発注者）

申請者

(会社名）

発 注 者 名

収入証紙４００円をはり付ける
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