
大槌町浪板地区、吉里吉里地区、赤浜地区、
安渡地区及び小枕・伸松地区他
復興整備事業の工事施工に関する一体的業務

事業内容及び見積参加方法に関する説明資料

大槌復興CMR



説明資料内容

1．業務概要について

2．業者選定プロセスについて

・選定における評価項目・内容

・当業務概要

・業者選定の流れ

・見積り提出時必要書類、その他

3．電子見積徴収システムについて



業務概要

発 注 者 ：大槌町

工事場所 ：岩手県上閉伊郡大槌町地内

業務内容 ：本業務は、相互に密接な運土調整を求められる浪板地区、
吉里吉里地区、赤浜地区、安渡地区及び小枕・伸松地区他の
土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、漁業集落防災
機能強化事業等について、調査・測量・設計及び施工を一体
的にマネジメントすることで、大槌町復興整備事業の早期着
手及び円滑な事業促進を図るものである。



業務概要（範囲） 業務範囲全体平面図

町方地区防災集団移転促進事業

町方地区区画整理事業

ＵＲ都市機構事業受託

大槌町発注

【対象プロジェクト】

小枕・伸松地区防災集団移転促進事
業

浪板地区防災集団移転促進事業

安渡地区防災集団移転促進事業

安渡地区区画整理事業

赤浜地区防災集団移転促進事
業

赤浜地区区画整理事業

吉里吉里地区防災集団移転促進事業

吉里吉里地区区画整理事業



【早期業務】

業務概要

大槌町浪板地区、吉里吉里地区、赤浜地区、安渡地区及び

小枕・伸松地区他第１期工事

○工事名

平成25年9月19日から平成28年3月25日まで

○工事数量（早期整備工事）

A=37ha（浪板地区0.5ha、吉里吉里地区12.1ha、赤浜地区13.4ha、

安渡地区8.4ha、小枕・伸松地区2.6ha）、

（整備面積）

（地盤改良工事） 深層混合処理工法、中層混合処理工法、表層固化工法

（土工事）切土V=108万m3、盛土V=91万m3、工区外搬出土17万m3

（準備工事）県道切回しW=7m、L=370m、防災仮設工1式、伐採工1式

○工期



業務の特徴

土地区画整理事業、防災集団移転事業、漁業集落防災機能強化事業等に伴う

大規模土工事、地盤改良工事
（各種構造物撤去工事、道路切回し工事、各種ライフライン切回し工事他含む）

当CMRは、CM方式により本業務を受注、以下の項目を実施

・見積り徴収による業者選定

・オープンブックにより、当CMRの原価情報を発注者に開示

○工事概要

○CM方式による業務受注

○発注工事を以下の区分に分けて発注

→大槌町内の地元企業優先にて業者選定

（1）主に地元企業の選定を行う工事

（2）地元企業の選定が困難な工事

→専門性の高い特殊な工事について、
町外企業も積極的に評価して業者選定



町方CMR（隣接業務）との相違点

○発注者

本業務は、大槌町から直接発注された業務

（町方CMRの業務は、独立行政法人都市再生機構による発注）

以下の点について、当CMR発注業務は、町方CMRの発注業務と相違しています。

仕様書は、岩手県、国交省、URの仕様書による。

積算基準は、岩手県、国交省、URの積算基準による。

整地工事及び整地に関連する工事は、
独立行政法人都市再生機構「基盤整備工事共通仕様書」による。

○使用基準



　主に地元企業の選定を
　行う業務

　地元企業の選定が
　困難な業務

・高度な知見や解析等を含む業務

・特殊機器等による調査・測量

・土工事　　 　　　・上下水道工事 ・高度な技術を要する工事

・仮設工事　　　　・設備工事 ・特殊機械を要する工事

・準備工事　　　　・電気工事

・道路工事　　　　・造園工事

・舗装工事　　　　・警備業務

調査・測量・設計 ・一般的な業務

工事

業者選定方式

事業期間の最短化及び事業コスト圧縮の観点から、工事内容、業務内容、発注ロット等について

総合的に検討したうえで、地元経済の復興に寄与する地元企業または専門性の

高い企業を適正に選定するものとする。

【業務毎の業者選定】



【業者選定の流れ】

業者選定方式

参加希望企業各位にて、電子見積徴収システムに企業登録、

登録業者へ発注工事毎に随時見積り依頼情報を送付
工事毎に見積り他を受け付け、業者を選定

業者選定の流れ概略図

（システム登録） 工事毎に
見積締切

工事毎に
業者決定

予定価格 見積受付期間

500万未満 中1日以上

500万～5,000万未満 中10日以上

5,000万以上 中15日以上

見積受付期間

予定価格に応じて
中1日～中15日

※H25年実施の説明会不参加、過去の各発注案件へ不参加であっても、
将来の発注案件及び他の発注案件への参加には影響ありません

工事毎に
見積り依頼送付

システム登録完了

見積依頼 見積締切 業者決定

見積依頼 見積締切 業者決定

見積 見積締切 業者決定

依頼

システム登録

工事A発注

工事B発注

工事C発注

（必要書類を提出）
（必要書類を提出）



専門業者選定の評価項目及び評価内容

業者選定方式（地元企業対象工事）

見積り参加業者について、

見積り・提出資料について、

以下の項目を評価し、業者を選定

【業者選定評価項目】（地元企業対象工事）

総合的に優れた業者を選定

B～Eの各項目について、

総合的に評価した上で、

評価項目 評価内容

①  広範な参画機会の提供と公平性

②  分割（工区別・工種別）の的確さ

①  商業登記簿謄本等の公的書類により、本店・本社
所在地を確認し、地元企業性を判定

②  地元企業優先度の確認

〈順位１〉大槌町内に本店・本社を有する企業

〈順位２〉大槌町内に法の許可を受けた支店又は
　　　　　 営業所を有し、その支店又は営業所の
　　　　　 代表者に契約締結権限が委任されている企業

〈順位３〉岩手県内に本店・本社を有する企業

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

①  予定業務の規模に応じた実績

②  予定業務を実施するための専門性

③  労務、機械等の調達能力

①  大槌町における業務実績

②  大槌町に関する情報精通度

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

①  見積価格及び単価を含む内訳の適正さ

②  使用する積算基準の適正さ

A:発注工種、
   発注ロットの妥当性

B:地元企業性の判定

C:業務遂行能力

D:地元精通度

E:価格



業者選定方式（地元企業対象工事）

【業者選定における地元企業の優位性】 （地元企業対象工事）

評価項目 評価内容

①  商業登記簿謄本等の公的書類により、本店・本社
所在地を確認し、地元企業性を判定

②  地元企業優先度の確認

〈順位１〉大槌町内に本店・本社を有する企業

〈順位２〉大槌町内に法の許可を受けた支店又は
　　　　　 営業所を有し、その支店又は営業所の
　　　　　 代表者に契約締結権限が委任されている企業

〈順位３〉岩手県内に本店・本社を有する企業

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

①  大槌町における業務実績

②  大槌町に関する情報精通度

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

B:地元企業性の判定

D:地元精通度

専門業者選定の評価項目及び評価内容（抜粋）

地元大槌町を拠点に業務をしている業者を評価



専門業者選定の評価項目及び評価内容

業者選定方式（専門性の高い工事）

見積り参加業者について、

見積り・提出資料について、

以下の項目を評価し、業者を選定

【業者選定評価項目】（専門性の高い工事）

総合的に優れた業者を選定

B～Eの各項目について、

総合的に評価した上で、

評価項目 評価内容

①  予定業務に関する専門性

②  予定業務への対応能力

①  二次以下の下請業者の地元企業活用度

（大槌町民の新規雇用の計画）

②  地元企業の育成能力

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

①  予定業務の規模に応じた実績

②  予定業務を実施するための専門性

③  労務、機械等の調達能力

①  本業務に関する情報精通度

②  地元企業調達能力

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

①  見積価格及び単価を含む内訳の適正さ

②  使用する積算基準の適正さ

Ａ：発注工種、
    発注ロットの妥当性

Ｂ：地元企業活用度

Ｃ：業務遂行能力

Ｄ：地元精通度

Ｅ：価格



業者選定方式（専門性の高い工事）

【業者選定における地元企業活用の優位性】 （専門性の高い工事）

見積り参加業者は、見積り参加時、

地元企業活用計画を提出。

評価項目 評価内容

①  二次以下の下請業者の地元企業活用度

（大槌町民の新規雇用の計画）

②  地元企業の育成能力

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

①  本業務に関する情報精通度

②  地元企業調達能力

③  大槌町民の雇用数

④  大槌町における地域貢献度

Ｂ：地元企業活用度

Ｄ：地元精通度

これを基に以下を評価し、

業者選定評価時に加点項目とする。

業者選定の評価項目及び評価内容（抜粋）

業者選定時に

評価対象

○地元企業を2次以下に活用

○地元企業から資材調達

○地元企業の育成計画策定

○大槌町における地元貢献実績

地元企業活用計画（例）



見積り参加時の提出必要書類

【事前提出資料】 （web上にて下記書類を受付）

※自己申告書他の書式あり。システム上にてダウンロード可能。

提出書類

建設業許可証のコピー

商業登記簿抄本

決算書等(直近3期分)

過去5年以内の岩手県内における官庁・自治体発注の土木工事に関する、
CORINS登録証及び工事評点通知（無い場合他県でも可）

1･2級土木施工管理技士他資格者保有数自己申告書（捺印）

昨年度の労働災害発生件数自己申告書（捺印）

全社員数における直接雇用作業員率自己申告書（捺印）

建設機械・車両保有台数（BH・DT･BD･ﾕﾆｯｸ車台数）自己申告書（捺印）

過去3年度以内での大槌町内での施工実績　　自己申告書（捺印）

大槌町民雇用数　自己申告書（本社印捺印）

過去3年度以内で大槌町に関するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の実績　自己申告書（及び証拠資料）

大槌町との災害協定等　自己申告書（及び証拠資料）

その他必要書類



使用基準

○岩手県県土整備部「土木工事共通仕様書 平成24年度以降」

【仕様書】

○岩手県県土整備部「土木工事共通特記仕様書 平成24年度以降」

○独立行政法人都市再生機構「基盤整備工事共通仕様書・施工関連基準 平成24年度版」（※）

○岩手県県土整備部「設計業務等共通仕様書 平成24年10月1日以降適用」

○岩手県「公共測量作業規定 岩手県県土整備部 平成20年度版以降」

○岩手県「測量業務共通仕様書 岩手県県土整備部 平成24年10月1日以降」

○舗装標準示方書 土木学会（2007年制定）

○再生資源の利用促進について 建設省技調発第243号 平成3年10月25日

○岩手県 復興資材活用マニュアル 平成26年6月

○建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 建設大臣官房技術審議官通達

○道路工事現場における表示施設等の設置基準

○道路工事保安施設設置基準（案）

（※）ただし、「土木編第2章 整地｣にかかる工種及び整地に関連する施工管理基準を適用する。

○岩手県県土整備部「地質調査共通仕様書 平成24年10月1日以降」

○岩手県電子納品ガイドライン（平成19年3月）

使用基準は、岩手県、国交省、UR等の基準による。



【支払スケジュール】（案）

○出来高査定・請求書受付

毎月10日締めにて出来高査定、同月20日に請求書受付

○支払い

翌月15日支払

出来高査定・支払方法（案）



電子見積徴収システムによる見積参加の流れ

①電子見積徴収システムへの登録

②システム上での事前提出資料の提出

③システム上で随時見積依頼情報の確認

④システム上での見積提出、結果確認

※詳細は別途マニュアル参照

（新規工事発注時、メールにて連絡）

以上


