
別記第１号様式（第６条関係）

企業の技術力・地域貢献度確認資料　【簡易(実績）型 ～ 施工実績評価型】

工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 【同種工事の実績】

　工　　 事　　 名

　発 注 者 の 名 称

　工　 事　 場　 所

　工　　　　　　 期

　契　約　金　額（円）

受
注
形
態

　単体・共同企業体の別

　出　 資　 比　 率

　工　 事　 概　 要　

 【ＩＳＯ等の認証取得】　※該当する箇所に○印を付けてください。

ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４
００１（若しくはエコアクショ
ン２１）の認証取得

ＩＳＯ９００１の認証
ＩＳＯ１４００１ 又は

エコアクション２１の認証

取得あり 取得あり

取得なし 取得なし

 【地域での実績】

市内での緊急的な維持管理の受
注（過去３年度）

市内での道路除雪作業の受注
（過去３年度）

※次の２通りのうち、該当する方
に○印を付けてください。

 自社で用意した除雪機械を

使用する

使用しない

市内での防災協定の締結
（技術資料等の提出期限現在有
効）

 【地域拠点】

地域拠点（本社の住所）

注）

１ 　「同種工事の実績」は、過去１５年度について記載すること。また、記載する同種工事の実績は、１件
とする。

２ 　契約金額は、最終請負金額（税込み）を記載すること。

３ 　技術資料等の提出期限日現在で有効なＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１（若しくはエコアクション
２１）の認証取得の有無に○印を付け、有の場合は登録証の写しを添付すること。



４ (1)「地域での実績」のうち、市内での緊急的な維持管理の受注実績については、過去３年度のものとし、
市内において国、新潟県又は長岡市が発注した工事又は委託業務で、緊急的な維持管理の受注実績を記載
すること。その場合、契約書又は指示書等で実績が確認できる書類を添付すること。また、記載する実績
は、１件とする。

(2)市内での道路除雪作業の受注実績については、過去３年度のものとし、市内において国、新潟県又は長
岡市が発注した委託業務で、道路除雪作業の受注実績を記載すること。その場合、受注実績が確認できる
書類（契約書、除雪作業日報等）を添付すること。また、自社で用意した除雪機械を使用するかどうかに
ついても記載すること。なお、自社で除雪機械を用意した場合には、自社で用意したことが確認できる書
類も、併せて添付すること（自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路
除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。）。また、記載する実
績は、１件とする。

(3) 防災協定については、技術資料等の提出期限日現在で有効なもので、国、新潟県又は長岡市と締結し
た市内における防災協定を記載すること。その場合、防災協定の締結が確認できる協定書の写しを添付す
ること。なお、防災協定を締結している団体に所属している場合は、その団体に加盟していることのわか
る会員証の写し等も、併せて添付すること。また、記載する防災協定は、１件とする。

５ 　工事実績の内容が的確に判断できる必要最小限度の資料を添付すること（ＣＯＲＩＮＳの竣工時工事カ
ルテ受領書及び竣工時工事カルテ。ただし、ＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合は、契約書及び一般図
等）。



企業の技術力・地域貢献度確認資料　【簡易(実績）型 ～ 施工実績・地域貢献評価型】

工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 【同種工事の実績】

　工　　 事　　 名

　発 注 者 の 名 称

　工　 事　 場　 所

　工　　　　　　 期

　契　約　金　額（円）

受
注
形
態

　単体・共同企業体の別

　出　 資　 比　 率

　工　 事　 概　 要　

 【ＩＳＯ等の認証取得】　※該当する箇所に○印を付けてください。

ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４
００１（若しくはエコアクショ
ン２１）の認証取得

ＩＳＯ９００１の認証
ＩＳＯ１４００１ 又は

エコアクション２１の認証

取得あり 取得あり

取得なし 取得なし

 【地域での実績】

市内での緊急的な維持管理の受
注（過去３年度）

市内での道路除雪作業の受注
（過去３年度）

※次の２通りのうち、該当する方
に○印を付けてください。

 自社で用意した除雪機械を

使用する

使用しない

市内での防災協定の締結
（技術資料等の提出期限現在有
効）

 【地域拠点】

地域拠点（本社の住所）

 【社員の消防団への加入状況】

社員の長岡市消防団への加入状
況
（技術資料等の提出期限日現
在）

※次の２通りのうち、該当する方に○印を付けてください。

社員が長岡市消防団に　人以上加入

その他（上記以外）

注）

１ 　「同種工事の実績」は、過去１５年度について記載すること。また、記載する同種工事の実績は、１件
とする。

２ 　契約金額は、最終請負金額（税込み）を記載すること。



３ 　技術資料等の提出期限日現在で有効なＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１（若しくはエコアクション
２１）の認証取得の有無に○印を付け、有の場合は登録証の写しを添付すること。

４ (1)「地域での実績」のうち、市内での緊急的な維持管理の受注実績については、過去３年度のものとし、
市内において国、新潟県又は長岡市が発注した工事又は委託業務で、緊急的な維持管理の受注実績を記載
すること。その場合、契約書又は指示書等で実績が確認できる書類を添付すること。また、記載する実績
は、　件までとする。

(2)市内での道路除雪作業の受注実績については、過去３年度のものとし、市内において国、新潟県又は長
岡市が発注した委託業務で、道路除雪作業の受注実績を記載すること。その場合、受注実績が確認できる
書類（契約書、除雪作業日報等）を添付すること。また、自社で用意した除雪機械を使用するかどうかに
ついても記載すること。なお、自社で除雪機械を用意した場合には、自社で用意したことが確認できる書
類も、併せて添付すること（自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路
除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。）。また、記載する実
績は、１件とする。

(3) 防災協定については、技術資料等の提出期限日現在で有効なもので、国、新潟県又は長岡市と締結し
た市内における防災協定を記載すること。その場合、防災協定の締結が確認できる協定書の写しを添付す
ること。なお、防災協定を締結している団体に所属している場合は、その団体に加盟していることのわか
る会員証の写し等も、併せて添付すること。また、記載する防災協定は、１件とする。

５ 　「社員の消防団への加入状況」で定義する社員とは、公告日現在で、所属している会社に３か月以上連
続して雇用されている者をいう。また、ここでいう会社とは、本社、営業所等を含めた会社全体をいう。
なお、当該社員が長岡市消防団に加入している場合は、○印を付けた加入人数分について、消防団員証及
び雇用関係が確認できる健康保険被保険者証等の写しを添付すること。

６ 　工事実績の内容が的確に判断できる必要最小限度の資料を添付すること（ＣＯＲＩＮＳの竣工時工事カ
ルテ受領書及び竣工時工事カルテ。ただし、ＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合は、契約書及び一般図
等）。



企業の技術力・地域貢献度確認資料　【簡易(実績）型 ～ 地域密着型】

工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 【同種工事の実績】

　工　　 事　　 名

　発 注 者 の 名 称

　工　 事　 場　 所

　工　　　　　　 期

　契　約　金　額（円）

受
注
形
態

　単体・共同企業体の別

　出　 資　 比　 率

　工　 事　 概　 要　

 【ＩＳＯ等の認証取得】　※該当する箇所に○印を付けてください。

ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４
００１（若しくはエコアクショ
ン２１）の認証取得

ＩＳＯ９００１の認証
ＩＳＯ１４００１ 又は

エコアクション２１の認証

取得あり 取得あり

取得なし 取得なし

 【地域での実績】

市内での緊急的な維持管理の受
注（過去３年度）

市内での道路除雪作業の受注
（過去３年度）

※次の２通りのうち、該当する方
に○印を付けてください。

 自社で用意した除雪機械を

使用する

使用しない

市内での防災協定の締結
（技術資料等の提出期限現在有
効）

 【地域精通度】

当該発注工事現場の属する地域
での、地域精通度工事の実績の
有無（過去15年度）

工事場所

 【地域拠点】

地域拠点（本社の住所）

 【地域調達（当該発注工事の下請に市内本社事業者を活用）】

当該発注工事の一次下請に市内
本社事業者を活用する
（対象となる一次下請は、１件
当たり　万円以上である一次下
請契約とする。）

※次の３通りのうち、該当する箇所に○印を付けてください。

対象となる一次下請を合計した金額のうち、　パーセント以上の金額
を市内本社事業者と一次下請契約する

下請なし（全て自社直営施工）

その他（上記以外）



 【社員の消防団への加入状況】

社員の長岡市消防団への加入状
況
（技術資料等の提出期限日現
在）

※次の３通りのうち、該当する箇所に○印を付けてください。

社員が長岡市消防団に　人以上加入

社員が長岡市消防団に　人以上　人未満加入

その他（上記以外）

 【雇用状況（新規雇用）】

新規雇用及び解雇の有無
（公告日前日から過去１年間の
実績）

※次の２通りのうち、該当する方に○印を付けてください。

解雇がなく、新規雇用あり

その他（上記以外）

注）

１ 　「同種工事の実績」は、過去１５年度について記載すること。また、記載する同種工事の実績は、１件
とする。

２ 　契約金額は、最終請負金額（税込み）を記載すること。

３ 　技術資料等の提出期限日現在で有効なＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１（若しくはエコアクション
２１）の認証取得の有無に○印を付け、有の場合は登録証の写しを添付すること。

４ (1)「地域での実績」のうち、市内での緊急的な維持管理の受注実績については、過去３年度のものとし、
市内において国、新潟県又は長岡市が発注した工事又は委託業務で、緊急的な維持管理の受注実績を記載
すること。その場合、契約書又は指示書等で実績が確認できる書類を添付すること。また、記載する実績
は、１件とする。

(2)市内での道路除雪作業の受注実績については、過去３年度のものとし、市内において国、新潟県又は長
岡市が発注した委託業務で、道路除雪作業の受注実績を記載すること。その場合、受注実績が確認できる
書類（契約書、除雪作業日報等）を添付すること。また、自社で用意した除雪機械を使用するかどうかに
ついても記載すること。なお、自社で除雪機械を用意した場合には、自社で用意したことが確認できる書
類も、併せて添付すること（自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路
除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。）。また、記載する実
績は、１件とする。

(3) 防災協定については、技術資料等の提出期限日現在で有効なもので、国、新潟県又は長岡市と締結し
た市内における防災協定を記載すること。その場合、防災協定の締結が確認できる協定書の写しを添付す
ること。なお、防災協定を締結している団体に所属している場合は、その団体に加盟していることのわか
る会員証の写し等も、併せて添付すること。また、記載する防災協定は、１件とする。

５ 　「地域精通度」は、過去１５年度について当該発注工事現場が属する地域において、公告別表第１の地
域精通度工事の実績（国、新潟県又は市町村が発注した工事等）を記載すること。当該地域の実績がない
場合は、長岡市内での施工の実績（国、新潟県又は市町村が発注した工事等）を記載すること。また、記
載する施工の実績は、１件とする。

６ 　「地域調達」が、請負者の責めに帰する事由により履行できなかった場合は、長岡市請負工事成績評価
等実施要領の考査項目「施工体制一般」の文書注意相当の工事成績評定点の減点を行う。

７ 　「社員の消防団への加入状況」で定義する社員とは、公告日現在で、所属している会社に３か月以上連
続して雇用されている者をいう。また、ここでいう会社とは、本社、営業所等を含めた会社全体をいう。
なお、当該社員が長岡市消防団に加入している場合は、○印を付けた加入人数分について、消防団員証及
び雇用関係が確認できる健康保険被保険者証等の写しを添付すること。

８ 　「雇用状況（新規雇用）」での評価の対象は、公告日の前日から過去１年間に新規雇用者がいる場合
で、さらに当該公告日の前日から過去１年間に１人も解雇者がいない場合に評価の対象とする。また、本
社、営業所等を含めた会社全体の雇用状況を評価の対象とする。新規雇用の定義については、自社に初め
て雇用した人で、１年以上継続して雇用する雇用契約を締結し、現在も在籍している場合に新規雇用者あ
りとして評価の対象とする。解雇の定義については、離職の理由を会社都合とした場合は、解雇者に該当
する。懲戒解雇、自主退職又は定年退職により離職した場合は、解雇者に該当しない。なお、評価の対象
となる場合には、新規雇用者について、雇用期間を定めていない旨又は１年以上の雇用期間が記載されて
いる労働条件通知書、及び雇用関係の開始年月日が確認できる雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又
は健康保険被保険者証の写しを添付すること。

９ 　工事実績の内容が的確に判断できる必要最小限度の資料を添付すること（ＣＯＲＩＮＳの竣工時工事カ
ルテ受領書及び竣工時工事カルテ。ただし、ＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合は、契約書及び一般図
等）。



企業の技術力・地域貢献度確認資料　【簡易(提案）型、標準型及び高度技術提案型】

工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 【同種工事の実績】

　工　　 事　　 名

　発 注 者 の 名 称

　工　 事　 場　 所

　工　　　　　　 期

　契　約　金　額（円）

受
注
形
態

　単体・共同企業体の別

　出　 資　 比　 率

　工　 事　 概　 要　

 【ＩＳＯ等の認証取得】　※該当する箇所に○印を付けてください。

ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４
００１（若しくはエコアクショ
ン２１）の認証取得

ＩＳＯ９００１の認証
ＩＳＯ１４００１ 又は

エコアクション２１の認証

取得あり 取得あり

取得なし 取得なし

 【地域での実績】

市内での緊急的な維持管理の受
注（過去３年度）

市内での道路除雪作業の受注
（過去３年度）

※次の２通りのうち、該当する方
に○印を付けてください。

 自社で用意した除雪機械を

使用する

使用しない

市内での防災協定の締結
（技術資料等の提出期限現在有
効）

 【地域拠点】

地域拠点（本社の住所）

注）

１ 　「同種工事の実績」は、過去１５年度について記載すること。また、記載する同種工事の実績は、１件
とする。

２ 　契約金額は、最終請負金額（税込み）を記載すること。

３ 　技術資料等の提出期限日現在で有効なＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１（若しくはエコアクション
２１）の認証取得の有無に○印を付け、有の場合は登録証の写しを添付すること。



４ (1)「地域での実績」のうち、市内での緊急的な維持管理の受注実績については、過去３年度のものとし、
市内において国、新潟県又は長岡市が発注した工事又は委託業務で、緊急的な維持管理の受注実績を記載
すること。その場合、契約書又は指示書等で実績が確認できる書類を添付すること。また、記載する実績
は、１件とする。

(2)市内での道路除雪作業の受注実績については、過去３年度のものとし、市内において国、新潟県又は長
岡市が発注した委託業務で、道路除雪作業の受注実績を記載すること。その場合、受注実績が確認できる
書類（契約書、除雪作業日報等）を添付すること。また、自社で用意した除雪機械を使用するかどうかに
ついても記載すること。なお、自社で除雪機械を用意した場合には、自社で用意したことが確認できる書
類も、併せて添付すること（自社で用意した除雪機械と発注者から貸与を受けた除雪機械との両方で道路
除雪作業を行う場合は、自社で用意した除雪機械を使用するものとして評価する。）。また、記載する実
績は、１件とする。

(3) 防災協定については、技術資料等の提出期限日現在で有効なもので、国、新潟県又は長岡市と締結し
た市内における防災協定を記載すること。その場合、防災協定の締結が確認できる協定書の写しを添付す
ること。なお、防災協定を締結している団体に所属している場合は、その団体に加盟していることのわか
る会員証の写し等も、併せて添付すること。また、記載する防災協定は、１件とする。

５ 　工事実績の内容が的確に判断できる必要最小限度の資料を添付すること（ＣＯＲＩＮＳの竣工時工事カ
ルテ受領書及び竣工時工事カルテ。ただし、ＣＯＲＩＮＳに登録されていない場合は、契約書及び一般図
等）。
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