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総合評価方式における欠格事項について 
 
   開発建設部（港湾・営繕を除く）の平成２８年度（平成28年4月～平成29年3月）発注工事における 

            欠格事項は下記のとおりである。 

■欠格件数及び欠格者数 
      ★発注工事  １７３件  ⇒ 欠格のあった工事     ７５件   比率約 ４３．３％   
      ★応募者   １，２４２者  ⇒ 欠格者数           １１２者    比率約  ９．０％    

●欠格事項の傾向（重複計上） 

  配置予定技術者の能力 （約 ５９％） 

  企業の施工実績      （約 ２３％） 

  その他（様式の未添付  （約 １８％） 

  施工計画（工程表）    （約  １％） 

●欠格事項の具体的内容 
①配置予定技術者の能力 

 ・同種工事の施工内容が違う 

 ・監理技術者資格者証の有効期限切れ 

 ・従事期間を確認できる資料が未添付 

 ・雇用関係を確認できる資料が未添付 

 ・工事名の誤り 

③施工計画（工程表） 
 ・企業名が記載されている 
   ・課題が違う 

②企業の施工実績 
 ・同種工事の施工内容が違う 
 ・施工実績を証明する資料が 未添付 
 ・工事名の誤り    

※欠格の内容は、施工実績や有資格が確認できる資料が未添付など「単純ミス」 
   が殆どである。公告文・入札説明書をよく読んで資料を作成する必要がある。 

④その他 
 ・様式未添付による書類不備 
  ・参考見積書の未提出 

４ 

３ 

２ 

１ 

■欠格の内容 

（８９） 

欠格項目 １５３件 

（３５） 

（２） 

（２７） 
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１）施工実績（企業・配置予定技術者） 
  ・確認資料（コリンズ）では実績が確認出来ない。 
   （その他の確認資料（図面、数量総括表等）が未添付） 
  ・工事成績評定通知書等が未添付。 
 

２）配置予定技術者の工事経験 （従事期間） 
  ・受注時登録コリンズのみで竣工登録コリンズではないため 
   従事が認められない。 
 

３）配置予定技術者の保有資格 
  ・「監理技術者証の有効期限切れ」または「監理技術者講習 
   受講期限超」または未添付。 
 

１．不合格事例 
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１）営業拠点 
  ・様式１－１に記載されている営業拠点（支店又は営業所）の記載がなく本店のみを記載し、 
    様式１－２に「様式１－１のとおり」と記載されている（減点なし） 。 
  ・郵便番号のみで住所の記載がない（減点なし）。 

２）同種の施工実績（企業・配置予定技術者） 
  ・より同種工事として申請しているが、確認資料では「より同種工事の実績」が確認できない。 
   （同種工事として評価。） 

３）継続教育（ＣＰＤ）の状況 
  ・求められている過去１年間（技術資料提出期限から過去１年）に「学習履歴がない」または「期間外」。 
  ・複数年で申請した場合の過去１年間の「学習履歴なし」または「履歴明細書未添付」。 

４）近隣地域での施工実績 
  ・過去３年間の完成工事を求めているが、「期間外」。 
  ・実績申請書で申請しているが、実績を申請した工事が「期間外」。 
  ・既に実績を申請した工事で減点されているが、更新がなく同様に減点されている。 

５）不発弾処理対策の実績 
  ・確認資料では、不発弾が発見された現場において、安全対策（立入り制限、安全施設の設置、 
   安全管理上の監視等）が確認できない。 
  ・不鮮明で確認できない。 
  ・過去に申請した確認資料では評価できるが、次申請において確認資料に不足があり確認 
   できない。 
  ・元請けを確認する資料の未添付。 

２．減点事例 
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１．不合格事例 

同種工事の条件：「アスファルト舗装工事の施
工実績」が確認できないため、施工実績として
認められなかった例 

１）施工実績（企業・配置予定技術者） 
  ・確認資料（コリンズ）では実績が確認出来ない。 
     （その他の確認資料（図面、数量総括表等）が未添付） 
  ・工事成績評定通知書等が未添付。 別記様式第１ 

府国工事 第 ○○ 号 
平成 27 年 ○月 ○日 

 
沖縄県那覇市 
(株)開発組 
代表取締役 開発 太郎 殿 
 

内閣府沖縄総合事務局 
○○ ○○  印 

 

工事成績評定通知書 
 
貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。 
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受け

た日から起算して１４日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明をもとめることができます。 
疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。 
なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。 
 

記 
 
１ 工事名    ○○○○工事 
２ 工 期    平成○○年 ○月 ○日 ～ 平成○○年 ○月 ○日 
３ 完成技術検査年月日 平成○○年 ○月 ○日 
４ 成績評定 
  ①評定点          77 点   別表１のとおり 
  ②技術提案履行確認     履行 
  ③工事技術的難易度評価   Ⅲ    別表１のとおり 
５ 送付先 
６ 手続き等の問い合わせ先 当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又

は国土交通省の発注した工事（港湾空港関
係を除く。）に係る実績である場合において
は、工事成績評定通知書の写しを添付する
必要があります！ 4 



２）配置予定技術者の工事経験 （従事期間） 
  ・受注時登録コリンズのみで竣工登録コリンズではないため従事が 
   認められない。 

１．不合格事例 

受注時登録コリンズ 

入札説明書（抜粋）； 
施工実績で求められている条件
を現場において従事したことが
証明できる資料（実施工程表に
加え、竣工時カルテ等の従事期
間が確認できる資料等）の写し
を添付すること（ＣＯＲＩＮＳで工
期の１／２以上従事していること
が分かれば実施工程表等は添
付しなくてよい。）。この場合の
従事とは、求められている実績
の施工期間の１／２以上を従事
期間とする。それ未満の従事期
間の場合は、施工実績として認
めない。 
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３）配置予定技術者の保有資格 
  ・「監理技術者証の有効期限切れ」、「監理技術者講習講期限超過」 
   または未添付。 

１．不合格事例 

氏名 沖縄　太郎 本籍地　沖縄県

住所 沖縄県那覇市おもろまち２丁目
初回交付 平成8年5月31日 交付 平成26年3月10日

交付番号 第０００１０１１１１１１号

監理技術者資格者証
　平成28年3月31日まで有効
国土交通大臣指定資格者交付期間

一般社団法人　建設業技術者センター理事長

所属建設業者 (株)沖縄総合開発建設 許可番号 沖縄県知事　第001111

有する

資　格
一土施　一園施

建設業の種類 土建大左と石屋電管夕鋼筋舗しゅ板ガ塗防内機絶通園井具水消清

有・無 １００１００１００１００１００１００１００１００

Photo 技術資料提出期限日に監理技術
者資格者証の有効期限が切れて
いる。 

監理技術者講習修了証
修了証番号 第１１１１ｰ１１１１１１１１１１号

Japan Construction Training Center

Photo 

本 籍 沖　縄　県

ｵｷﾅﾜ　ﾀﾛｳ

氏 名 沖 縄　 太 郎
生 年 月 日 昭和33年7月2日

平成20年11月21日

財 団 法 人 全国建設研修センター理事長
（登録番号第１号）

この者は、建設業法第26条第4項の国土交通大臣の登録を

受けた講習の課程を修了した者であることを証します。

修了年月日

技術資料提出期限日に監理技術
者講習修了証の有効期限（5年）
が切れている。 
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（様式１－１） 
 

競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書（１） 
 
                                                          平成  年  月  日 
 沖縄総合事務局 
  ○○○○   殿 
                                            建設業許可番号 12－34567 
                      業者コード 12345 
                                            住所 〒９００－０００６ 
                         沖縄県那覇市○○○ 
                      商号又は名称 (株)開発組 
                                            代表者氏名 開発 太郎 
                                            担当者氏名 開発 花子 
                      電話 000－000－0000 
                      E-mail ｱﾄﾞﾚｽ   ○○＠○○．○○．○○ 
                                          注）電子入札方式による場合は、印は不要 
                                     
 平成２８年○月○日付けで公示がありました○○○○○○○工事に係る競争参加資格につ

いて確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 
 申請書・技術資料等の内容については事実と相違ないことを誓約します。 
 
                                     記 
 
  １．競争参加資格４．(1)(2)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(11)に定める事項（様式 1-2 に記入） 
       
 ２．入札説明書８．(4)①に定める施工実績を記載した書面           （様式 2 に記入） 
 
 ３．入札説明書８．(4)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面 

１）営業拠点 
  ・様式1-1に記載されている営業拠点（支店又は営業所）の記載がなく本店のみを記
載。 
   そして、様式1-2に「様式1-1のとおり」と記載 。 
  ・郵便番号のみで住所の記載がない（減点なし）。 

２．減点事例 

支店（営業所）の 
  記載がない。 

（様式１－２） 

 

競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書(２) 
 

 

                                                          平成  年  月  日 

４．競争参加資格（記入例） 

 

 (1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

   【記入例：該当していない】      
 

(2) 沖縄総合事務局における平成 28・29 年度一般土木工事の一般競争参加資格の定期受付に

関わる申請を行っていること。 

   【記入例：「一般土木工事」の申請を行っている】 

 

(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（再認定を受けた者を除く）でないこと。 

   【記入例：該当しない】 

  

(6) 沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関係を除く。）発注工事で当該工種「一般土木工

事」における過去２年度の工事成績評定点の平均点が２年連続で 60 点未満でないこと。 

   【記入例：60 点未満でない】 

 

(7) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務   

局長から指名停止を受けていないこと。 

     【記入例：指名停止期間中でない】 

 

(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関   

連がある建設業者でないこと｡  

     【記入例：関連はない】 

 

(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係及び人的関係において関連がある建設業者

でないこと。 

   【記入例：関連はない】 

 

 (10) 沖縄県内に建設業法に基づく本店・支店又は営業所が所在すること。 

      【記入例：様式 1-1 の商号及び住所のとおり】 

 

(11) 警察当局から、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ずるもの      

として、沖縄総合事務局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。 

     【記入例：発注機関から排除要請等の通知は受けておりません。】 

「様式1-1の住所のとおり」と申請 

評価内容 評価基準 配点 得点

沖縄本島内うるま市・恩納村以北に本店あり 1.2

沖縄本島内うるま市・恩納村以北に支店又は営業所あり 0.6

上記以外 0.0

地域内における本支
店、営業所
等の有無

/1.2

営業拠点（支店・営業所）が加点される場合の得点配分例 
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２）同種の施工実績（企業・配置予定技術者） 
  ・より同種工事として申請しているが、確認資料では「より同種工事の実績」が 
   確認できない。 （同種工事として評価。） 

２．減点事例 

受付年月日　2015年09月20日

登録年月日　2015年09月20日

　　　　　　　          　登録番号　　 123456789

軟弱地盤処理工事

　深層混合処理工法

　　　地盤別の平均層厚

　　　　　腐植土

　　　　　　　平均層厚 0 m

　　　　　砂質土

　　　　　　　平均層厚 6 m

　　　　　その他

　　　　　　　地盤

　　　　　　　平均層厚 9 m

　　　　　全改良層厚（代表値）

　　　　　地下水位

　　　　　工法 スラリー系機械攪拌

　　　　　工法

　　　　　安定材の種類 普通ポルトラントセメント

　　　　　安定材の添加量（代表値） 160 kg/m3

　　　　　改良型式 杭式

　　　　　改良径（代表値） 1.6　m

　　　　　施工深度（代表値） 11m

　　　　　施工深度（最大） 14.5　m

　　　　　施工本数 500本

　　　　　作業船使用の有無 無

工事実績データ（技術データ）

要件例） 
より同種工事：深層混合処理工法の
機械撹拌方式による地盤改良工事
で、施工深度が15m以上の施工実
績。 

評価結果） 
より同種工事として申請しているが、
工事内容は「施工深度14.5m」であ

り、より同種工事の条件「施工深度
15m以上」の実績として認められない
ため、同種工事で評価する。 

14.5m 
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３）継続教育（ＣＰＤ）の状況 
  ・求められている過去１年間（技術資料提出期限から過去１年）に「学習履歴が無い」 
   または「期間外」。 
  ・複数年で申請した場合の過去１年間の「学習履歴なし」または「履歴明細書未添付」。 

２．減点事例 

発行年月日 2017年2月10日

(一社) 全国土木施工管理技士会連合会

標準
ユニット
（60unit）

優良
ユニット
（90unit）

開発　太郎 １級 A0000000 12345 0　unit 71 unit 取得 - 71 unit 取得 -

社内研修
のユニット

数(A)

(一社）全国土木施工管理技士会連合会

継続学習制度（ＣＰＤＳ）学習履歴証明書

〒900-0000
沖縄県那覇市

(株)開発組

　　2017年2月14日　　（2014年2月15日～2017年2月14日)

　　　　　　　　　　　　（　証明日以前　 3 年間　の学習履歴を証明します。）

2017年2月10日

申請のあった上記表中の会社に所属する表-1の者の

証明日より以前 3 年間のCPDS学習履歴を証明します。

(B)の推奨単位※
取得ユニット数

ＣＰＤＳ
加入者番号

土木施工
管理

技士資格
番号

土木施工
管理技士

1,2 級
の別

ＣＰＤＳ
優良

ユニット
（90unit）

標準
ユニット
（60unit）

合計取得
ユニット数
(C=A+B)

社内研修
を除いた
ユニット数

(B)

申請日

証明日
と証明期間

会社名

会社住所
ＴＥＬ／ＦＡＸ

技術資料提出期限日から過去１年間に発行 
証明期間が 「複数年」 の場合は、 
学習履歴明細書等を添付 

証明期間が 「複数年」 の場合は、技術資料等提出期限から 
過去１年以内における受講実施日の日付が含まれているこ
と。 

【0000000】開発　太郎【出力期限】2014-02-15～2017-02-14

No 実施日
プログラム番

号
プログラム名称

A分類コー
ド

形態コード ユニット数

1 2014-02-22 123456 ○○○○○ 320 101 3 unit

2 2014-05-23 123456 ○○○○○ 202 402 4 unit

3 2014-05-30 123456 ○○○○○ 211 101 5 unit

4 2014-06-05 123456 ○○○○○ 211 101 6 unit

5 2014-06-19 123456 ○○○○○ 202 402 7 unit

6 2014-06-21 123456 ○○○○○ 202 101 3 unit

7 2014-07-01 123456 ○○○○○ 202 402 4 unit

8 2014-07-18 123456 ○○○○○ 202 101 5 unit

9 2014-07-21 123456 ○○○○○ 320 101 6 unit

10 2015-05-13 123456 ○○○○○ 320 101 7 unit

11 2015-05-14 123456 ○○○○○ 202 101 3 unit

12 2015-05-15 123456 ○○○○○ 202 101 4 unit

13 2015-07-22 123456 ○○○○○ 202 101 5 unit

14 2015-10-23 123456 ○○○○○ 202 402 6 unit

学習履歴明細書
(これは学習履歴証明書ではありません)
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４）近隣地域での施工実績(1/2) 
  ・過去３年間の完成工事を求めているが、「期間外」。 
  ・実績申請書で申請しているが、実績を申請した工事が「期間外」。 
  ・既に実績を申請した工事で減点されているが、更新がなく同様に減点されてい
る。 

２．減点事例 

過去3年度間 
（平成25・26・27年度の完成工事を対象の例） 

平成28年度完成工事のため評価なし 

平成2４年度完成工事のため評価なし 

（様式５－１）　　                                                          （用紙Ａ４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事名：　　　　○○○○工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名：　　(株)開発組

【15件申請】

　　　　○○○○工事　　　　CORINS登録　有・無　（ CORINS番号 :00000 ）

施　工　場　所 　　沖縄県　那覇市

契　約　金　額      31　百万円

工　　　　　　期  平成27年9月30日　～　平成28年3月25日

受 注 形 態 等  　 単体　／　共同企業体　（出資比率％）　　（オーナー又はサブ）

　　　　○○○○工事　　　　CORINS登録　有・無　（ CORINS番号 :00000 ）

施　工　場　所 　　沖縄県　那覇市

契　約　金　額      52　百万円

工　　　　　　期  平成27年11月26日　～　平成28年8月15日

受 注 形 態 等  　 単体　／　共同企業体　（出資比率％）　　（オーナー又はサブ）

　　　　○○○○工事　　　　CORINS登録　有・無　（ CORINS番号 :00000 ）

施　工　場　所 　　沖縄県　那覇市

契　約　金　額      31　百万円

工　　　　　　期  平成24年4月11日　～　平成25年3月25日

受 注 形 態 等  　 単体　／　共同企業体　（出資比率％）　　（オーナー又はサブ）

工
事
名
称

工
事
名
称

1/5　工 事 名

近隣地域(沖縄県内)での施工実績

2/5　工 事 名

工
事
名
称

3/5　工 事 名
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（様式５－１－１） 
                                                                      （用紙 Ａ４） 

「近隣地域での施工実績」実績申請書 
 

                 工事名：平成○○年度○○○○工事 
                 会社名： (株)開発組               

 
      沖縄総合事務局北部国道事務所が発注する総合評価落札方式の適用工事における、 
    競争参加確認申請項目のうち「近隣地域（沖縄県内）での施工実績」について、下記 
    の通り実績を申請します。 
 
                                        記 
 
 

申請対象工事名 

 

 

 

 平成２８年度 ○○○○○○○○工事 【○○○○事務所】 

 ※平成28年4月1日以降に公告された案件で既に提出した工事名・事務所

名を記載すること。 

 

申請内容 

 

 過去３年度間（平成25・26・27年度の完成工事）の近隣地域（沖縄県内）の土木

工事の実績（建築工事・民間及び米軍工事は除く） 

申請件数   １５ 件 

    備 考   

注) １）「実績申請書」は競争参加資格確認申請を行う際、「（申請様式５－１）近隣地域（沖縄県内）

での施工実績」に添付すること。 
２）「実績申請書」により申請する場合は、工事カルテ又は登録内容確認書等、工事内容（実績）を

証明する資料を添付する必要はない。 
    ただし、「（申請様式５－１）近隣地域（沖縄県内）での施工実績」の提出は必須。 
３）「（申請様式５－１）近隣地域（沖縄県内）での施工実績」が添付されていない場合は、実績無

しと評価する。 
４）証明内容（証明件数）の変更を行う場合は、次回の競争参加資格確認申請工事の入札説明書に

基づき新たに申請を行うこと。 
５）本実績申請書は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日迄に公告される開発建設部及び

開発建設部の事務所（港湾空港事業を除く）の案件に限り有効とする。 

４）近隣地域での施工実績(2/2) 
  ・過去３年間の完成工事を求めているが、「期間外」。 
  ・実績申請書で申請しているが、実績を申請した工事が「期間外」。 
  ・既に実績を申請した工事で減点されているが、更新がなく同様に減点されている。 

２．減点事例 

申請対象工事：平成28年4月1日以降 
（平成29年3月31日迄）の公告案件 

この例では、 
平成28年3月31日以前公告の 
工事を記載していたため、 
「申請対象外」で“０点”となりま
す。 
※公告日をチェックして下さい
ね。 
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５）不発弾処理対策の実績(1/2) 
  ・確認資料では、不発弾が発見された現場において、安全対策（立入り制限、     
   安全施設の設置、安全管理上の監視等）が確認できない。 
  ・資料が不鮮明で確認できない。 
  ・過去に申請した確認資料では評価できるが、次申請において確認資料に不足が 
   あり確認できない。 
  ・元請けを確認する資料の未添付。 

２．減点事例 

入札説明書（抜粋内容） 
「不発弾処理対策の実績評価」 
 

・不発弾処理対策を元請けとして受注した工事であること。 
・その概要を記載し、根拠となる作業報告書又は計画書（受発注者押印付）の写し、 
 状況写真等を添付すること。 
 

 ※「不発弾処理対策」とは、現場において不発弾が発見され自衛隊及び警察が 
   処理するまでの間、現場の安全対策を行った実績のことです。 
    （例えば、立ち入り制限等の安全施設類の設置、安全管理上の監視） 
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５）不発弾処理対策の実績(2/2) 

２．減点事例 

※不発弾処理対策が証明できる資料 
 （例えば、発注者へ提出したことを示す
協議・承諾書又は作業計画書の写し、 
安全対策を実施した写真等） 

安全対策が確認できない 

写真が不鮮明 

安全対策が確認できない 

  安全対策が確認できる 
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４）その他 
①参考見積書の未提出（一部含む） 
  ・参考見積書が未提出 
②施工実績（赤土） 
  ・実績申請書で申請しているが、実績を申請した工事が「期間外」。 
  ・工事成績評定通知書等が未添付。 
③配置予定技術者の工事経験 
  ・専任補助者（工事経験あり）も申請しているが、配置予定技術者は求められている工事 
        経験がない。 ※配置予定技術者の他に専任補助者を申請した場合にも配置予定技術者 
        は同種工事の経験が必要である。 
  ・一括審査において、配置予定技術者は2名までであるが、3名申請している。 
④書類不備 
  ・様式、提出すべき資料、確認資料が未添付 
  ・参考見積書、同種実績への工事評定の写し（開建部・国交省）等 
      ※「競争参加資格確認申請時における提出書類及び添付書類一覧表」の活用 
   ・書類不備に関する記述「競争参加資格確認のため、（中略）、あるいは記載内容の確認 
       ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認ができないものとして不合格とする。」 
       には、添付資料が不鮮明で文字等内容の確認が困難な場合も書類不備となる。 
                                                       など 

１．不合格事例 
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６）その他 
①工事成績 
  ・当該工種（入札参加資格）の実績を求めているが、他工種の混在がみられる。 
  ・過去○年間に完成した工事の実績を求めているが、「期間外」または「工事発注 
   年度と取り違え」のため未申請がみられる。 
  ・配置予定技術者の工事実績：対象年度（過去8年度間）内に在籍していた他社 
   での実績も評価対象となる。※公告文や申請様式の注記では読み取れない。 
  ・実績申請書で申請しているが、実績を申請した工事が「期間外」。 
  ・既に実績を申請した工事で減点されているが、更新がなく同様に減点されてい
る。 
  ・申請様式の未添付（実績がなければ、「実績なし」として申請する。） 

②災害協定の締結の有無 
  ・法人格を有する団体が発行する協定締結証明書が２年超のため 
  ・最新の協会員の名簿ではない。 

２．減点事例 
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