
記

　１．主な業務内容
   (１)災害時等の応急復旧（土木・法面・電気通信）
   (２)災害対策用車両の運搬・運営に対する協力
   (３)簡易遠隔操縦装置の運搬・運営に対する協力
   (４)応急組立橋の運搬・設置に対する協力
   (５)災害時等の測量、設計、調査（測量・設計、地質調査）

　２．協定期間
協定期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

　３．募集業者数
(１)について　　土木５０社程度　法面８社程度　電気通信４社程度
(２)について　　４社程度
(３)について　　２社程度
(４)について　　２社程度
(５)について　　測量・設計１３社程度　地質調査５社程度

※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

　４．募集期間
平成29年2月10日（金）～平成29年2月24日（金）17:00（必着）

　５．応募方法
次ページ以降の要領・様式により応募下さい。

　　　　※応募様式のダウンロード設定はしていませんので、各社で作成し提出してください。

【問い合わせ先】

　九州地方整備局鹿児島国道事務所

技術副所長　　　日名子 信広（ひなご のぶひろ）

管理第二課長　　上原 良文（うえはら よしふみ）

防災情報課長　　内田 康之（うちだ やすゆき）

住　所：鹿児島市浜町２番５号

電　話：０９９－２１６－３１１１（代表）

ＦＡＸ：０９９－２１６－３８６７

平 成 29 年 2 月 10 日
九 州 地 方 整 備 局
鹿 児 島 国 道 事 務 所

　

鹿児島国道事務所掲示板（２Ｆ、４Ｆ）、各出張所掲示板にも掲示しています。

鹿児島国道事務所では、災害発生時および災害の発生が予測される場合
に迅速で的確な対応を行い、災害の拡大防止と被害施設の早期復旧を図
るため、災害応急復旧に協力していただける業者を募集します。

平成２９年度 災害応急復旧協力業者を募集
～災害発生時の迅速な対応・復旧を目指して～
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災害応急復旧協力業者応募要領

（１）災害時の応急復旧

１．主な業務内容
①

【応募地域・参集拠点・募集業者数・担当区間】
　　○土木（一般土木、維持修繕等）

　　　※各応募地域の担当区間は、別図－１のとおりとする。
　　　　各応募地域の応募者が多い場合は、調整を行う場合がある。

　　　※各応募地域の担当区間は、別図－１のとおりとする。
　　　　各応募地域の応募者が多い場合は、調整を行う場合がある。

② 災害対策基本法第７６条の６（以下「災対法」という。）に基づく車両移動等。（土木のみ）
③ テレビ等報道、河川情報センタ－、日本道路情報センタ－等を通じての的確な情報収集。
④ 協定期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで。

２．応募の要件
①

② 本社または支社（営業所含む）が鹿児島県内（離島除く）にあること。
③ 応募地域の参集拠点に概ね１時間以内で到達できること。
④

⑤ 技術士（総合技術監理部門（選択科目を「建設」、「農業－農業土木」又は「林業－森林
土木」とするものに限る。）または、建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とする
ものに限る。）、林業部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。））または、
一級、二級土木施工管理技士を５名以上保有していること。

　【土木・法面】

鹿児島国道事務所管理区間における災害発生および災害の発生が予測される場合（地震・
津波・冠水・積雪等）の災害応急復旧処置

　　○法面

（なお、災害対策本部長等（九州地方整備局長）から出動命令があった場合、または、災
害対策支部長等（鹿児島国道事務所長）が必要と判断した場合、鹿児島国道事務所管理区
間以外（他事務所、他地方整備局、地方自治体）において発生した災害の応急復旧措置を
行う場合がある。）

　九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２９・３０年度一般土木工事に係
るＣまたはＤ等級、法面工事、維持修繕工事の一般競争（指名競争）参加資格のいずれか
の申請をおこなっていること。

過去に九州地方整備局管内の直轄国道管理区間において、一般土木工事、法面工事、維持
修繕工事のいずれかを受注した実績があること。

　なお、上記の参加資格を平成２９年４月１日時点で認定されなかった場合は、当該協定
を無効とする。

応募地域 参集拠点
募集業者数
（予定）

阿久根Ａブロック 阿久根維持出張所（阿久根市赤瀬川1018） 5

阿久根Ｂブロック 南九州西回り自動車道 薩摩川内都ＩＣ 管理棟（薩摩川内市都町） 5

鹿児島Ａブロック 南九州西回り自動車道 市来ＩＣ 管理棟（いちき串木野市大里） 5

鹿児島Ｂブロック 鹿児島維持出張所（鹿児島市下伊敷１丁目52番2号） 5

加治木Ａブロック 道の駅　すえよし　（曽於市末吉町深川11051番地1） 5

加治木Ｂブロック 加治木維持出張所（姶良市加治木町日木山黒川８５） 5

指宿Ａブロック 道の駅　川辺やすらぎの郷　（南九州市川辺町清水6910番地） 5

指宿Ｂブロック 道の駅　喜入　（鹿児島市喜入町6094番地1） 5

鹿児島国道事務所管内 鹿児島国道事務所（鹿児島市浜町２ー５） 10

応募地域・担当区間 参集拠点
募集業者数
（予定）

阿久根維持出張所管内 阿久根維持出張所（阿久根市赤瀬川1018） 2

鹿児島維持出張所管内 鹿児島維持出張所（鹿児島市下伊敷１丁目52番2号）） 2

加治木維持出張所管内 加治木維持出張所（姶良市加治木町日木山黒川８５） 2

指宿維持出張所管内 指宿維持出張所（指宿市西方新武田2076） 2
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⑥

資材： 敷鉄板、矢板、Ｈ綱、土嚢、ブルーシート、吹付資材等
機材： バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー、杭・矢板施工機器（クレーン、

バイブロ等）、吹付機器、ボーリングマシーン、ニブラー、ダンプトラック等
土捨場等：仮置場等

⑦ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当
しない者であること。

⑧

３．評価に関する事項等（土木のみ）

評価項目と評価基準　
　別表－アに示す各評価項目について、２～４段階で評価し採点（１００点満点）する。

１．主な業務内容
①

【応募地域・担当区間・参集拠点・募集業者数】

　　　※各応募地域の担当区間は、別図－１のとおりとする。
　　　　各応募地域の応募者が多い場合は、調整を行う場合がある。

② 協定期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで。

２．応募の要件
①

② 本社または支社（営業所含む）が鹿児島県内（離島除く）にあること。
③ 応募地域の参集拠点に概ね１時間以内で到達できること。
④ 過去に直轄管理区間の光ケーブル敷設工事または道路照明灯維持工事を受注した実績が

あること。
⑤ 技術士（電気電子部門、又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」とするものに

限る。））または一級、二級電気工事施工管理技士を５名以上保有していること。
⑥ 復旧作業に必要な一般資材や機材を速やかに調達できること。

資材： 融着器、パルス試験器、光ロス試験器、試験用コネクタ、クロージャー
緊急用光ケーブル等

機材： 高所作業車、トラック等
※応募様式に資機材の存置箇所を記入して下さい。

⑦ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

鹿児島国道事務所管理区間における光ケーブル等の電気通信設備の異常時、災害時の応急復
旧処置（なお、災害対策本部長等（九州地方整備局長）から出動命令があった場合、また
は、災害対策支部長等（鹿児島国道事務所長）が必要と判断した場合、鹿児島国道事務所管
理区間以外（他事務所、他地方整備局、地方自治体）において発生した災害の応急復旧措置
を行う場合がある。）

　九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２９・３０年度「電気設備・通信
設備工事」、「維持修繕工事」の両方の一般競争（指名競争）参加資格の申請をおこなっ
ていること。

　【電気通信】

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交
通省発注工事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。

初動体制時及び復旧作業に必要な人員（最低１０人程度（交通整理含む））、一般資材や
機材等を速やかに調達できること。

災害発生および災害の発生が予測される場合の体制等について評価を行う。

　なお、上記の参加資格を平成２９年４月１日時点で認定されなかった場合は、当該協定
を無効とする。

応募地域・担当区間 参集拠点
募集業者数
（予定）

阿久根維持出張所管内 阿久根維持出張所（阿久根市赤瀬川1018） 1

鹿児島維持出張所管内 鹿児島維持出張所（鹿児島市下伊敷１丁目52番2号）） 1

加治木維持出張所管内 加治木維持出張所（姶良市加治木町日木山黒川８５） 1

指宿維持出張所管内 指宿維持出張所（指宿市西方新武田2076） 1
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しない者であること。
⑧

（２）災害対策用車両運搬・運営に対する協力
１．主な業務内容
①

② 協定期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで。

２．応募の要件
①

② 本社または支社（営業所含む）が鹿児島県内（離島除く）にあること。
③ 鹿児島国道事務所に概ね２時間以内で到達できること。
④

⑤ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当
しない者であること。

⑥

（３）簡易遠隔操縦装置の運搬・運営に対する協力
１．主な業務内容
①

② 協定期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで。

以下のいずれかの要件を満たすこと。
○九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２９・３０年度維持修繕工事の一
般競争（指名競争）参加資格の申請をおこなっていること。
　なお、上記の参加資格を平成２９年４月１日時点で認定されなかった場合は、当該協定
を無効とする。
○平成２８・２９・３０年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供
等」を九州・沖縄地域競争参加資格の認定を受けていること。
○九州地方整備局が保有する災害対策用車両の運搬、設置・撤去、運営の実績があるこ
と。

鹿児島国道事務所が保有する災害対策用車両（対策本部車、待機支援車、情報収集車、照
明車）の運搬、設置・撤去及び運営

【応募地域】　鹿児島国道事務所管内（なお、災害対策本部長等（九州地方整備局長）か
ら出動命令があった場合、または、災害対策支部長等（鹿児島国道事務所長）が必要と判
断した場合、鹿児島国道事務所管理区間以外（他事務所、他地方整備局、地方自治体）の
場合がある。）

【応募地域】　鹿児島国道事務所管内（なお、災害対策本部長等（九州地方整備局長）か
ら出動命令があった場合、または、災害対策支部長等（鹿児島国道事務所長）が必要と判
断した場合、鹿児島国道事務所管理区間以外（他事務所、他地方整備局、地方自治体）の
場合がある。）

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交
通省発注工事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。

鹿児島国道事務所が保有する簡易遠隔操縦装置の運搬、設置・撤去及び運営

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交
通省発注工事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。

自動車運転免許（大型及び中型（中型車は中型車（８ｔ）に限る）以上）保持者を５名以
上有すること。
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２．応募の要件
①

② 本社または支社（営業所含む）が鹿児島県内（離島除く）にあること。
③
④ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。
⑤

（４）応急組立橋の運搬・設置に対する協力
１．主な業務内容
① 鹿児島国道事務所が保有する応急組立橋の積込み・運搬・積卸し・設置等

② 協定期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで。

２．応募の要件
①

② 本社または支社（営業所含む）が鹿児島県内（離島除く）にあること。
③ 自動車運転免許（大型）保持者を５名以上有すること。
④ 鹿児島国道事務所に概ね２時間以内で到達できること。
⑤ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交

通省発注工事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。

【応募地域】　　鹿児島国道事務所管内（なお、災害対策本部長等（九州地方整備局長）
から出動命令があった場合、または、災害対策支部長等（鹿児島国道事務所長）が必要と
判断した場合、鹿児島国道事務所管理区間以外（他事務所、他地方整備局、地方自治体）
の場合もある。）

以下のいずれかの要件を満たすこと。
○九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２９・３０年度維持修繕工事の一
般競争（指名競争）参加資格の申請をおこなっていること。
　なお、上記の参加資格を平成２９年４月１日時点で認定されなかった場合は、当該協定
を無効とする。
○平成２８・２９・３０年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供
等」を九州・沖縄地域競争参加資格の認定を受けていること。
○九州地方整備局が保有する簡易遠隔操縦装置の運搬、設置・撤去、運営、製作、点検
（修理含む）の実績があること。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交
通省発注工事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。

以下のいずれかの要件を満たすこと。
○九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２９・３０年度鋼橋上部工事の一
般競争（指名競争）参加資格の申請をおこなっていること。
　なお、上記の参加資格を平成２９年４月１日時点で認定されなかった場合は、当該協定
を無効とする。
○平成２８・２９・３０年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供
等」を九州・沖縄地域競争参加資格の認定を受けていること。
○３０ｍ以上の車道用仮橋の運搬、設置・撤去、点検の実績があること。

車両系建設機械運転技能講習保持者を２名以上有すること。
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（５）災害時の測量・設計・調査
１．主な業務内容
①

【応募工種】　　測量・設計、地質調査
【応募地域】
　　○測量・設計 　○地質調査

　　　　　　※各応募地域の担当区間は、別図－１のとおりとする。
　　　　　　　各応募地域の応募者が多い場合は、調整を行う場合がある。

② テレビ等報道、河川情報センタ－、日本道路情報センタ－等を通じての的確な情報収集
③ 協定期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで。

２．応募の要件
①

② 本社または支社（営業所含む）が鹿児島県内（離島除く）にあること。
③

④ 鹿児島県内（離島除く）に下記の有資格者を保有すること。

　　　　　　　５名以上。
⑤ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。
⑥

　九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成２９・３０年度の一般競争（指名
競争）参加資格について、以下の申請をおこなっていること。
　○測量・設計：土木関係コンサルタント業務及び測量業務
　○地質調査：地質調査業務
　なお、上記の参加資格を平成２９年４月１日時点で認定されなかった場合は、当該協定
を無効とする。

　　　　　　　（道路部門）のいづれか１名以上。かつ、測量士１名以上、測量士補含め
　○測量・設計：技術士（総合技術管理部門（建設関連科目）、建設部門）、ＲＣＣＭ

　　　　　　　　総計が５名以上。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交
通省発注工事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。

平成１８年度以降（過去１０年）に、鹿児島国道事務所管内（別図１の範囲）における
国、県、市町村等が発注した以下の業務のいずれかを受注した実績があること。
　○測量・設計：測量業務、設計業務
　○地質調査：地質調査業務

　　　　　　　技士のいづれか１名以上。かつ、測量士１名以上、測量士補含め総計が
　　　　　　　応用理学部門（地質））、ＲＣＣＭ（道路部門、地質部門）、地質調査
　○地質調査：技術士（総合技術管理部門（建設関連科目、応用理学-土質）、建設部門、

（なお、災害対策本部長等（九州地方整備局長）から出動命令があった場合、または、災
害対策支部長等（鹿児島国道事務所長）が必要と判断した場合、鹿児島国道事務所管理区
間以外（他事務所、他地方整備局、地方自治体）において発生した災害の調査・応急復旧
工法検討を行う場合がある。）

鹿児島国道事務所管理区間における災害発生および災害の発生が予測される場合（地震・
津波・風水害等）の災害調査・応急復旧工法検討のための測量・設計、地質調査等

応募地域・担当区間
募集業者数
（予定）

阿久根維持出張所管内 2

鹿児島維持出張所管内 2

加治木維持出張所管内 2

指宿維持出張所管内 2

鹿児島国道事務所管内 5

応募地域・担当区間
募集業者数
（予定）

鹿児島国道事務所管内 5
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３．評価に関する事項等

評価項目と評価基準　

（６）募集業者数

①

②災害対策用車両運搬・運営協力応募について、４社程度
③簡易遠隔操縦装置運搬・運営協力応募について、２社程度
④応急組立橋運搬・設置協力応募について、２社程度
⑤災害調査・設計協力業者応募について、測量・設計１３社程度　地質５社程度

※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

（７）手続き等に関する問い合わせ（平日　８時３０分～１７時１５分まで）
①災害応急復旧協力業者応募について

鹿児島国道事務所　管理第二課　冨山　達也（とみやま　たつや）
〒892-0812　鹿児島市浜町２番５号
TEL  099-216-3111（代）内線(４４２)
FAX  099-216-3867

鹿児島国道事務所　防災情報課　横尾　守（よこお　まもる）
〒892-0812　鹿児島市浜町２番５号
TEL  099-216-3111（代）内線(２８０)
FAX  099-216-3867

②災害対策用機械車両・運営協力応募について
鹿児島国道事務所　管理第二課　川畑　秀徳（かわばた　ひでのり）
〒892-0812　鹿児島市浜町２番５号
TEL  099-216-3111（代）内線(４９２)
FAX  099-216-3867

②に同じ

④応急組立橋運搬・設置協力応募について
②に同じ

⑤災害調査・設計協力業者応募について
①（土木・法面）に同じ

　○測量・設計：別表－イに示す各評価項目について、３段階で評価し採点（９０点満
　　点）する。

 土木・法面

 電気通信

③簡易遠隔操縦装置運搬・運営協力応募について

　○地質調査：別表－ウに示す各評価項目について、３段階で評価し採点（９０点満点）
　　する。

災害発生および災害の発生が予測される場合の体制等について評価を行う。

災害復旧協力業者応募について、土木50社程度（各会社近隣の概ね１０㎞程度を担当）
法面８社程度　　電気通信４社程度
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（８）募集期間、提出場所及び方法

提出書類
①災害復旧協力業者応募について

土木

法面

②災害対策用車両運搬・運営協力応募について

③簡易遠隔操縦装置運搬・運営協力応募について

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 応募申請書（別紙－２⑤）
④応急組立橋運搬・設置協力応募について

⑤災害調査・設計協力業者応募について

地質

提出場所：（７）に同じ
提出方法：郵送またはfax（後日書類を郵送してください）

（９）審査結果通知書
　応募申請書が提出された場合は、平成２９年３月１３日（月）までに鹿児島国道事務所長

から提出した者に対し、審査結果を通知します。

（１０）その他
① 提出された申請書等は返却しません。なお、提出された申請書等は、選定の審査以外に提

出者に無断で使用しません。

② 故意による虚偽の申請を行った場合は、協定を無効とする場合があります。

③

④ 協定締結後、社内緊急時（災害等）連絡体制表を提出頂きます。提出頂いた連絡体制表に

つきましては、関係課・出張所に配付します。

　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（電気通信） 応募申請書（別紙－２③）

　　　会社所在地位置図（別紙－３②）

応募様式　別紙－２～別紙－４の様式のダウンロード設定はしていませんので、各社で作
成し提出して下さい。

　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（応急組立橋） 応募申請書（別紙－２⑥）

　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（災害対策用車両） 応募申請書（別紙－２④）

　　電気通信

　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（簡易遠隔操縦装置）

　　　迅速な災害対応等を可能にするための提案書　　（様式自由）

　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（測量・設計） 応募申請書（別紙－２⑦）

　　　会社所在地位置図（別紙－３③）

　　　資機材等所在地位置図（別紙－４②）

募集期間：平成２９年２月１０日（金）～平成２９年２月２４日（金）
　　　　　１７時００分（必着）

　　　資機材等所在地位置図（別紙－４①）

　　　会社所在地位置図（別紙－３②　）
　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（法面）  応募申請書（別紙－２②）

　　　会社所在地位置図（別紙－３①）

測量・設計

　　　迅速な災害対応等を可能にするための提案書　　（様式自由）

　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（地質調査） 応募申請書（別紙－２⑧）
　　　会社所在地位置図（別紙－３③）

　　　迅速な災害復旧等を可能にするための提案書　　（様式自由）

　　　平成２９年度 鹿児島国道事務所災害応急復旧業者（土木） 応募申請書（別紙－２①）



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(土木)　　応募申請書
別紙－２①

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局

　鹿児島国道事務所長　　 川俣　裕行 殿

申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号

　　　電話番号　000-000-0000

　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

　　　会 社 名　○○建設株式会社

　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印

担当者）担当部署　○○部○○課

　　　氏　　名　○○　○○

　　　電話番号　000-000-0000
　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、災害応急復旧協力業者（土木）として応募します。

 
記

会社（○○市○○町）～○○○（○○市○○町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

工事名称：○○○○改築工事

主な工種：切土工　延長約２００ｍ

発注機関：九州地方整備局鹿児島国道事務所

工事の実績 施工場所：○○市○○町○○地先

契約金額：○○百万円

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

一級土木施工管理技士：○○人 技術士（　　　）：○○人

二級土木施工管理技士：○○人

作業員：○○人
※注　第３希望まで記入して下さい。
※注　希望する応募地域の業者が多数の場合は、他地域への調整を行う場合があります。

※会社と直轄管理の国道、参集拠点施設との位置関係がわかる地図を添付すること（別紙－３①）

会社の保有
技術者数
作業員数

第二希望

第三希望

○○○　○ブロック

○○○　○ブロック

○○○○

応募地域の
参集拠点施設
までの距離

応募地域 工種
土木（一般、修繕等）

第一希望



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(土木)　　応募申請書
別紙－２①

記入例

Ａｓ合材 密粒○○㎜ 　○○工場　　　（○○市○○町）

生コン ○○－○－○○ 　○○工場　　　（○○市○○町）

砕石 ○－○○ 　○○砕石　　　（○○市○○町）

矢板 ○型　　○ｍ 　○○リース　　（○○市○○町）

○型　　○ｍ 　自社　　　　　（○○市○○町）

Ｈ綱 ○○型　　○ｍ 　○○リース　　（○○市○○町）

○○型　　○ｍ 　自社　　　　　（○○市○○町）

土嚢 大型 　自社　　　　　（○○市○○町）

土嚢 小型 　自社　　　　　（○○市○○町）

ブルーシート ○ｍ＊○ｍ 　自社　　　　　（○○市○○町）

○○吹付 ｔ＝○㎝ 　自社　　　　　（○○市○○町）

バックホウ 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

ブルドーザー 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

ダンプトラック 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

タイヤショベル 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

グレーダー 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

バイブロ 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

クレーン 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

吹付機材 ○○○○ 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

仮置き場 　○○　　　（○○市○○町）

産廃 Ａｓ・Ｃｏｎ 　○○　　　（○○市○○町）

木材等 　○○　　　（○○市○○町）

○○㎡

○○t 　○台

　○台

　○台

　○台

　○台

杭・矢板
　施工機械

○○t

　○台

　○台

機
材

○○

○○

○○ｍ3

○○t

○○

調　達　可　能　な　資　機　材　等
種　　類

資
材

数　　量 存置または、調達場所等

○○ｔ

○○ｍ3

○○枚

土
捨
場
等

○○t

○○ｍ3

―

―

　○台

　○台

○○枚

規　　　格

○○枚

○○枚

○○枚

○○本

○○本

○○ｍ3



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(法面)　応募申請書
別紙－２②

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局

　鹿児島国道事務所長　　川俣　裕行 殿
 

申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号

　　　電話番号　000-000-0000

　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

　　　会 社 名　○○建設株式会社

　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印

担当者）担当部署　○○部○○課

　　　氏　　名　○○　○○

　　　電話番号　000-000-0000
　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、災害応急復旧協力業者（法面）として応募します。

 
記

会社（○○市○○町）～○○○（○○市○○町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

工事名称：○○○○工事

主な工種：のり面工　　２０００ｍ２

発注機関：九州地方整備局鹿児島国道事務所

工事の実績 施工場所：○○市○○町○○地先

契約金額：○○百万円

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

一級土木施工管理技士：○○人 技術士（　　　）：○○人

二級土木施工管理技士：○○人

作業員：○○人
※注　第３希望まで記入して下さい。
※注　希望する応募地域の業者が多数の場合は、他地域への調整を行う場合があります。

応募地域 工種
法　面

第一希望

第二希望

第三希望

○○○維持出張所管内

○○○維持出張所管内

○○○維持出張所管内

会社の保有
技術者数
作業員数

応募地域の
出張所
までの距離 ※会社と直轄管理の国道、応募出張所との位置関係がわかる地図を添付すること（別紙－３②）



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(法面)　応募申請書
別紙－２②

記入例

Ａｓ合材 密粒○○㎜ 　○○工場　　　（○○市○○町）

生コン ○○－○－○○ 　○○工場　　　（○○市○○町）

砕石 ○－○○ 　○○砕石　　　（○○市○○町）

矢板 ○型　　○ｍ 　○○リース　　（○○市○○町）

○型　　○ｍ 　自社　　　　　（○○市○○町）

Ｈ綱 ○○型　　○ｍ 　○○リース　　（○○市○○町）

○○型　　○ｍ 　自社　　　　　（○○市○○町）

土嚢 大型 　自社　　　　　（○○市○○町）

土嚢 小型 　自社　　　　　（○○市○○町）

ブルーシート ○ｍ＊○ｍ 　自社　　　　　（○○市○○町）

○○吹付 ｔ＝○㎝ 　自社　　　　　（○○市○○町）

バックホウ 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

ブルドーザー 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

ダンプトラック 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

タイヤショベル 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

グレーダー 　○○リース　　（○○市○○町）

（オペレーター含む） 　自社　　　　　（○○市○○町）

バイブロ 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

クレーン 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

吹付機材 ○○○○ 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝ 　○○リース　　（○○市○○町）

　自社　　　　　（○○市○○町）

仮置き場 　○○　　　（○○市○○町）

産廃 Ａｓ・Ｃｏｎ 　○○　　　（○○市○○町）

木材等 　○○　　　（○○市○○町）―

　○台

土
捨
場
等

資
材

数　　量

○○t

○○t 　○台

○○ｍ3

○○ｍ3

○○ｍ3

―

○○枚

○○枚

規　　　格

○○本

○○本

調　達　可　能　な　資　機　材　等
種　　類 存置または、調達場所等

○○ｔ

機
材

○○

○○

○○ｍ3

○○t

　○台

○○ 　○台

　○台

　○台

　○台

○○㎡

○○枚

○○枚

○○枚

杭・矢板
　施工機械

○○t 　○台

　○台



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(電気通信)
応募申請書

別紙－２③

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局
　鹿児島国道事務所長　　川俣　裕行 殿

 
申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号
　　　　電話番号　000-000-0000
　　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000
　　　　会 社 名　○○株式会社
　　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印
担当者）担当部署　○○部○○課
　　　　氏　　名　○○　○○
　　　　電話番号　000-000-0000
　　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、災害応急復旧協力業者（電気通信）として応募します。

記
 

会社（○○市○○町）～○○出張所（○○市○○町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

会社（○○市○○町）～○○出張所（○○市○○町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

※会社と直轄管理の国道との位置関係がわかる地図を添付すること（別紙－３②）

工事名称：○○○○工事

主な工種：光ケーブル又は道路照明灯維持

発注機関：○○国道事務所

工事の実績 施工場所：○○市○○町○○地先

契約金額：○○百万円

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

資材：融着器　○台、パルス試験器　○台、光ロス試験器　○台

　　　試験用コネクタ　○個、クロージャー○芯用（再生キッド含む）　○個

　　　緊急用光ケーブル　ＳＭ○○ｍ　ＤＳＦ○○ｍ （○○市○○町）

調達可能な 機材：高所作業車（○○市○○町）　

資機材 　　　トラック（○○市○○町）　等

※（　）に資機材の存置場所を記入してください。

会社の保有 一級電気工事施工管理技士：○○人 情報配線施工技能検定：○○人

技術者数 二級電気工事施工管理技士：○○人 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ工事技能認定：○○人

技術士（　　　）：○○人 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ管理技術者認定：○○人

応募地域

応募地域
までの距離

電気通信

第一希望

第二希望

第三希望

○○○維持出張所管内

○○○維持出張所管内

○○○維持出張所管内



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(災害対策用車両)
応募申請書

別紙－２④

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局
　鹿児島国道事務所長　　川俣　裕行 殿

 

申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号
　　　　電話番号　000-000-0000
　　　　会 社 名　○○建設株式会社
　　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印
担当者）担当部署　○○部○○課
　　　　氏　　名　○○　○○
　　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、災害対策用車両運搬・運営協力業者として応募します。

 
記

本社 支社 営業所

○県○市○町○－○ ○県○市○町○－○ ○県○市○町○－○

会社（○○市○○町）～鹿児島国道事務所（鹿児島市浜町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

運搬・運営実績 出動日：平成○○年○○月○○日

運搬・運営車両：○○○車

発注機関：九州地方整備局○○事務所

運搬又は設置・撤去又は運営場所：○○市○○町○○地先

内容：○○車の運搬及び運営

自動車運転免許 大型運転免許：○○人

の保有者数 中型運転免許：○○人

本社または支社
（営業所含む）
の所在地

鹿児島国道事務
所までの距離

（災害対策用車
両の運搬・運営
の実績があれば
記載して下さ
い。）



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(簡易遠隔操縦装置)
応募申請書

別紙－２⑤

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局
　鹿児島国道事務所長　　川俣　裕行 殿

 

申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号
　　　　電話番号　000-000-0000
　　　　会 社 名　○○建設株式会社
　　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印
担当者）担当部署　○○部○○課
　　　　氏　　名　○○　○○
　　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、簡易遠隔操縦装置運搬・運営協力業者として応募します。

 
記

本社 支社 営業所

○県○市○町○－○ ○県○市○町○－○ ○県○市○町○－○

会社（○○市○○町）～鹿児島国道事務所（鹿児島市浜町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

運搬・運営実績

出動日：平成○○年○○月○○日

発注機関：九州地方整備局○○事務所

運搬又は設置・撤去又は運営場所：○○市○○町○○地先

内容：簡易遠隔操縦装置の運搬及び設置

製作・点検実績

工事名又は点検業務名：○○工事又は○○点検

発注機関：九州地方整備局○○事務所

製作又は点検場所：○○市○○町○○地先

契約金額：○○百万円

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

内容：簡易遠隔操縦装置の製作。又は簡易遠隔操縦装置の点検整備

運転技能講習 車両系建設機械運転技能講習保持者：○○人

保持者

本社または支社
（営業所含む）
の所在地

鹿児島国道事務
所までの距離

（簡易遠隔操縦装
置の運搬、設置・
撤去及び運営の実
績があれば記載し
て下さい。）

（簡易遠隔操縦装
置の製作又は点検
（修理含む）の実
績があれば記載し
て下さい。）



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(応急組立橋)
応募申請書

別紙－２⑥

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局
　鹿児島国道事務所長　　川俣　裕行 殿

 

申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号
　　　　電話番号　000-000-0000
　　　　会 社 名　○○建設株式会社
　　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印
担当者）担当部署　○○部○○課
　　　　氏　　名　○○　○○
　　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、応急組立橋運搬・設置協力業者として応募します。

 
記

本社 支社 営業所

○県○市○町○－○ ○県○市○町○－○ ○県○市○町○－○

会社（○○市○○町）～鹿児島国道事務所（鹿児島市浜町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

運搬・運営実績 出動日：平成○○年○○月○○日

工事等名称：○○工事

発注機関：九州地方整備局○○事務所

運搬又は設置・撤去又は運営場所：○○市○○町○○地先

内容：応急組立橋の運搬及び設置

点検実績

点検業務名：○○点検

発注機関：九州地方整備局○○事務所

点検場所：○○市○○町○○地先

契約金額：○○百万円

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

内容：応急組立橋の点検整備

自動車運転免許 大型運転免許：○○人

の保有者数

本社または支社
（営業所含む）
の所在地

鹿児島国道事務
所までの距離

（応急組立橋の
運搬・設置の実
績があれば記載
して下さい。）

（応急組立橋の点
検の実績があれば
記載して下さ
い。）



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(測量・設計)
応募申請書

別紙－２⑦

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局

　鹿児島国道事務所長　　川俣　裕行 殿
 

申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号

　　　電話番号　000-000-0000

　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

　　　会 社 名　○○○○株式会社

　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印

担当者）担当部署　○○部○○課

　　　氏　　名　○○　○○

　　　電話番号　000-000-0000
　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、災害応急復旧協力業者（測量・設計）として応募します。

 
記

会社（○○市○○町）～○○○（○○市○○町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

業務名称：○○○○測量設計業務

業務概要：○○における測量設計

発注機関：○○○○○○事務所、○○県、○○市　等

業務の実績 施工場所：○○市○○町○○地先

契約金額：○○百万円

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

技術士（○○部門）：○○人 ＲＣＣＭ（道路部門） ：○○人

測量士 ： ○○人 測量士補：○○人

技術士（○○部門）：○○人 ＲＣＣＭ（道路部門） ：○○人

測量士 ： ○○人 作業員 ：　○○人
※注　第３希望まで記入して下さい。
※注　希望する応募地域の業者が多数の場合は、他地域への調整を行う場合があります。

○○○○○○管内

第三希望 ○○○○○○管内

鹿児島県内（離島
除く）に保有する

有資格者数

緊急時の出動
可能人数

応募地域の
参集拠点施設
までの距離 ※会社と直轄管理の国道、参集拠点施設との位置関係がわかる地図を添付すること（別紙－３③）

応募地域

第一希望 ○○○○○○管内

工種
測量・設計

第二希望



平成29年度　鹿児島国道事務所災害応急復旧協力業者(地質調査)
応募申請書

別紙－２⑧

平成　　年　　月　　日

国土交通省九州地方整備局

　鹿児島国道事務所長　　川俣　裕行 殿
 

申請者）住　　所　〒000-000　○○市○○町○番○号

　　　電話番号　000-000-0000

　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

　　　会 社 名　○○○○株式会社

　　　代 表 者　　役職名　　氏名　　印

担当者）担当部署　○○部○○課

　　　氏　　名　○○　○○

　　　電話番号　000-000-0000
　　　Ｆ Ａ Ｘ　000-000-0000

下記のとおり、災害応急復旧協力業者（地質調査）として応募します。

 
記

会社（○○市○○町）～○○○（○○市○○町）

距離：約○○㎞ 車での時間：約○○分

業務名称：○○○○地質調査業務

業務概要：○○における地質調査

発注機関：○○○○○○事務所、○○県、○○市　等

業務の実績 施工場所：○○市○○町○○地先

契約金額：○○百万円

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日

技術士（○○部門）：○○人 ＲＣＣＭ（○○部門） ：○○人

地質調査技士 ：○○人 測量士　：○○人

技術士（○○部門）：○○人 ＲＣＣＭ（○○部門） ：○○人

測量士 ： ○○人 作業員 ：　○○人
※注　第３希望まで記入して下さい。
※注　希望する応募地域の業者が多数の場合は、他地域への調整を行う場合があります。

鹿児島国道事務所管内 地質調査

応募地域の
参集拠点施設
までの距離 ※会社と直轄管理の国道、参集拠点施設との位置関係がわかる地図を添付すること（別紙－３③）

鹿児島県内（離島
除く）に保有する

有資格者数

緊急時の出動
可能人数

応募地域 工種



会社所在地位置図(土木)

別紙－３①

 

※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

※会社所在地と直轄国道の位置関係がわかるよう地図上に明記してください。
　（応募地域のうちどの区間を担当するかを選定するための資料です）

地図を貼付

応募地域 ○○○　Ａブロック



会社所在地位置図(法面)(電気通信)

別紙－３②

 

※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

※会社所在地と直轄国道の位置関係がわかるよう地図上に明記してください。
　（応募地域のうちどの区間を担当するかを選定するための資料です）

地図を貼付

出張所 阿久根・鹿児島・加治木・指宿 ※応募する出張所を○で囲んでください。



会社所在地位置図(測量設計)(地質調査)

別紙－３③

 

※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

※会社所在地と直轄国道の位置関係がわかるよう地図上に明記してください。
　（応募地域のうちどの区間を担当するかを選定するための資料です）

事務所・出張所 事務所・阿久根・鹿児島・加治木・指宿
※応募する事務所・出張所を○で囲んでください。
　 地質調査は事務所のみ。

地図を貼付



資機材等所在地位置図(土木)

別紙－４①

 

※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

※資機材等の所在地がわかるよう地図上に明記してください。

地図を貼付

応募地域 ○○○　Ａブロック



資機材等所在地位置図(法面)

別紙－４②

 

※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

※資機材等の所在地がわかるよう地図上に明記してください。

地図を貼付

出張所 阿久根・鹿児島・加治木・指宿 ※応募する出張所を○で囲んでください。



別表－ア：評価項目及び評価内容(土木)

迅速な災害復旧等を可能にする
ための提案

　提案内容により３段階で評価

ブルーシート（ｍ２）

3

バックホウ（オペレーター含み）

トラクターショベル（オペレーター含み） 3

3

分類

土嚢袋　大　（枚）

Ｈ型綱

資格保有者数

評価項目

3

3

3

矢板等

　距離が近いほど評価する。

土嚢袋　小　（枚）

ダンプ（オペレーター含み）

3

3

3
２）企業の資機材数

（自社保有）

グレーダー（オペレーター含み）

タイヤショベル（オペレーター含み）

　以下の有資格者数が多いほど評価する。
　・技術士（総合技術管理部門 （建設、
　　農業－農業土木、林業－森林土木）、
　　建設部門、農業部門（農業土木）、
　　林業部門（森林土木））
　・一級土木施工管理技士
　・二級土木施工管理技士

　作業員の人数が多いほど評価する。

　資材保有の有無、保有数量の多いほど
評価する。

30
3

10

30３）その他

配点

会社～参集拠点施設間の距離

保有作業員

１）企業の位置及び
人数（自社保有）

20

10
40

評価内容



別表ーイ：評価項目及び評価内容(測量・設計)

別表ーウ：評価項目及び評価内容(地質調査)

評価内容 配点

60
　以下の有資格者数が多いほど評価す
る。
　・技術士（総合技術管理部門
　 （建設関連科目）、建設部門）
　・ＲＣＣＭ（道路部門）
　・測量士

10

会社～参集拠点施設間の距離 20

10

30

　距離が近いほど評価する。

分類 評価項目 評価内容 配点

　提案内容により３段階で評価する。

　発注機関が国、県・公団、市町村その
他の順に評価する。

20

１）企業の位置及び
人数（自社保有）

平成18年度以降（過去10年間）
に、鹿児島国道事務所管内にお
ける国、県、市町村等が発注し
た地質調査の業務実績

　発注機関が国、県・公団、市町村その
他の順に評価する。

20

２）その他
迅速な災害復旧等を可能にする
ための提案

　提案内容により３段階で評価する。

２）その他　

鹿児島県内（離島除く）に保有す
る有資格者数

　有資格者数が多いほど評価する。
　・技術士（総合技術管理部門
　 （建設関連科目）、建設部門、
　　応用理学部門（地質））
　・ＲＣＣＭ（道路部門、地質部門）
　・地質調査技師

分類 評価項目

　出動可能人数が多いほど評価する。

迅速な災害復旧等を可能にする
ための提案

平成18年度以降（過去10年間）
に、鹿児島国道事務所管内にお
ける国、県、市町村等が発注し
た測量業務又は設計業務の業
務実績

鹿児島県内（離島除く）に保有す
る有資格者数

緊急時の出動可能人数

30

10

緊急時の出動可能人数 　出動可能人数が多いほど評価する。 10

１）企業の位置及び
人数（自社保有）

会社から参集拠点施設までの距
離

　距離が近いほど評価する。 20

60



※応募者が多数の場合、過去の実績等を勘案し、選定させていただきます。

：鹿児島国道事務所管内

：阿久根維持出張所管内

：鹿児島維持出張所管内

：加治木維持出張所管内

：指宿維持出張所管内

：各ブロックの参集拠点

鹿児島維持出張所

加治木維持出張所
南九州西回り自動車道

薩摩川内都ＩＣ
管理棟

阿久根維持出張所

鹿児島国道事務所

指宿維持出張所

阿久根 Ａブロック

阿久根 Ｂブロック

指宿 Ａブロック

指宿 Ｂブロック

南九州西回り自動車道
市来ＩＣ 管理棟

加治木 Ａブロック

加治木 Ｂブロック

鹿児島 Ａブロック

Ｈ２９ 災害応急復旧協力業者 応募地域図 別図－１

鹿児島 Ａブロック

高江IC

水引IC

鹿児島 Ｂブロック

凡 例

道の駅すえよし

道の駅

川辺やすらぎの郷

道の駅喜入

阿久根北IC

阿久根IC

野田IC

注）南九州西回り自動車道は、供用開始により区間の変更あり

高尾野北IC
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