
復旧･復興建設工事共同企業体制度の導入

指定地域内※

の建設企業
指定地域内外
の建設企業

復旧・復興ＪＶ

必ず地域内企業を含む
特Ａ又はＡ又はＢ

地域外企業でも可
特Ａ又はＡ又はＢ

【目的】大規模災害からの円滑かつ迅速な復旧･復興を図るため、被災地域の
地元建設企業の施工力強化を目的に結成する共同企業体（復旧・復興ＪＶ）

被災地域外から被災地域を支援し、
早期復旧を図る仕組みが必要

大規模災害発生
一部の地域で災害復旧工事が増加
・被災地域の建設企業の技術者や技能者が不足
・被災地域の建設企業単体での施工が困難

【効果】地域に精通した企業が参加し、効率的な施工体制を確保

【適 用】・大規模災害からの復旧・復興工事で３千万円以上５億円未満の土木一式工事
【構成員】・２又は３社とし、少なくとも１社は指定地域内企業（代表構成員は限定しない）

・Ａ級２社以上なら特Ａ級工事に、Ｂ級２社以上ならＡ級工事に参加可
【技術者】・代表構成員のみ専任配置（他の構成員は専任不要→他工事との兼務可）
【登 録】・１企業当たり最大３ＪＶまで登録可
【入札参加】・入札公告で復旧・復興ＪＶの参加を認める災害復旧工事に参加可

・登録企業の単体入札も可だが、同一入札に複数形態での参加は不可

制
度
の
運
用

※「指定地域」は被災地の土木事務所・西臼杵支庁単位で設定

※技能者の宿泊費等（共通仮設費（営繕費）及び現場管理費（労務管理費））の
支出実績額が積算基準書による算出額を超えた場合には、差額分を設計変更の対象とする。

Ｒ４台風第１４号については、
日向土木及び西臼杵支庁に限定

Ｒ４台風第１４号に
ついては、施工場所
が諸塚村、椎葉村
（大河内除く）、
西臼杵３町の
災害復旧事業に限定
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ＪＶ組合せイメージ

①イ会社（代表構成員）＋ア会社（その他構成員）
・Ａ級同士の場合、特Ａ級の工事の受注可
・ア会社の配置技術者は非専任で可

②ウ会社（代表構成員）＋エ会社（その他構成員）
・Ａ級同士の場合、特Ａ級の工事の受注可
・エ会社の配置技術者は非専任で可

③カ会社（代表構成員）＋オ会社（その他構成員）
・Ａ級同士の場合、特Ａ級の工事の受注可
・オ会社の配置技術者は非専任で可
・カ会社がＡ級の場合、通常受注できない地域の工事受注可

指定地域
（土木事務所単位）

ア

ウ
オ

イ１

指定地域外（管外）

復旧･復興建設工事共同企業体制度の導入

復旧・復興ＪＶ参加型工事の入札方式等
【総合評価】
地域社会貢献度（本店所在地）：いずれかの構成員を評価
企業の技術力 ：実績は合計、工事成績は平均点を評価
配置技術者の能力：代表構成員の配置技術者を評価
Ｋ値：過去１年間の受注額（分子）は合計額を評価

過去５年間の平均受注額（分母）は「合計額」又は
「同等級企業の平均受注額」のうち大きい方を採用

【価格競争】
施工実績 ：代表構成員の施工実績を評価

２ エ

復旧・復興ＪＶでの受注工事の取扱い
【総合評価】
Ｋ値 ：過去１年間の受注額（分子）に含めない

過去５年間の平均受注額（分母）に含める
※出資比率で按分

工事成績点：全構成員の実績となる
施工実績 ：全構成員の実績となる

【入札参加資格】
施工実績 ：全構成員の実績となる 2

３ カ

【組合せごとのメリット】

被災市町村

予定価格 等級 組合せ（２ＪＶ） 組合せ（３ＪＶ）

５億円未満
７千万円以上

特Ａ
特Ａ＋特Ａ、 特Ａ＋Ａ
特Ａ＋Ｂ、 Ａ＋Ａ

特Ａ＋特Ａ＋特Ａ、 特Ａ＋特Ａ＋Ａ
特Ａ＋特Ａ＋Ｂ、 特Ａ＋Ａ＋Ａ、 特Ａ＋Ａ＋Ｂ
特Ａ＋Ｂ＋Ｂ、 Ａ＋Ａ＋Ａ、 Ａ＋Ａ＋Ｂ

７千万円未満
３千万円以上

Ａ
Ａ＋Ｂ
Ｂ＋Ｂ

Ａ＋Ｂ＋Ｂ
Ｂ＋Ｂ＋Ｂ



復旧･復興ＪＶ制度運用の流れ

・災害の発生状況や入札状況等を踏まえ開始時期を判断
・公共事業情報サービス等で周知し、技術企画課で受付

・技術企画課のＪＶ名簿に登録

・入札参加資格定期認定まで有効（R6.3.31）
・解散届提出で随時解散可

・公告日時点で登録済であることが必要
・個別案件ごとの入札参加資格は単体企業と同様に事後審査
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・技術企画課で審査し、申請者及び発注機関に結果通知
・併せて工事成績評定点及び平均受注額（Ｋ値の分母）を通知

・随時申請可、申請書に協定書等を添付
・指定地域（土木事務所・西臼杵支庁）単位で申請

制度周知

受付開始

申請

審査・結果通知

登録完了

解散

登録した指定地域管内の災害復旧工事
（公告でＪＶの参加可とした工事）に参加可

発注見通し公表

1
週
間
程
度（
目
安
）



別記 

様式第１号（第１０条関係） 

 

復旧・復興建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 

 

令和５年●月●日 

 

 宮崎県知事  殿 

 

共同企業体の名称 Ａ建設・Ｂ建設         

復旧・復興建設工事共同企業体  

                                  構成員 所 在 地 宮崎県宮崎市●●● 

                                          商号又は名称 株式会社Ａ建設 

                                          代表者氏名 宮崎 太郎 

構成員 所 在 地 宮崎県日向市●●● 

                                          商号又は名称 株式会社Ｂ建設 

                                          代表者氏名 日向 次郎 

 

 この度、下記災害に係る復旧・復興工事について共同請負により競争入札に参加する

ため、復旧・復興建設工事共同企業体を結成したので、関係書類を添えて入札参加資格

の認定に係る審査を申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約しま

す。 

記 

 

１ 対象の災害 

(1) 災 害 名  令和４年台風第１４号 

(2) 指定地域  日向土木事務所管内 

 

２ 構成員の建設業許可 

構成員の商号又は名称 
許可を受けている建設業 

許可番号 許可年月日 許可業種 

株式会社Ａ建設 
国土交通大臣許可 
（特－●）第●号 

令和●年●月●日 土木工事業 

株式会社Ｂ建設 
宮崎県知事許可 

（特－●）第●号 
令和●年●月●日 土木工事業 

 
３ 指定地域内に本店を有する構成員 
  商号又は名称 株式会社Ｂ建設 

県が示す災害名・指定地域名を記入 

・１(2)の指定地域内に本店を有する 

構成員の商号又は名称を記入 

・複数の構成員が該当する場合は全て記入 

押印不要 



様式第２号（第１０条関係） 

Ａ建設・Ｂ建設復旧・復興建設工事共同企業体協定書 

 （目的） 

第１条 当共同企業体は、宮崎県が発注する次の災害に係る復旧・復興建設工事共同企

業体の対象工事（以下「復旧・復興工事」という。）を共同連帯して請け負うことを

目的とする。 

(1) 災害名  令和４年台風第１４号 

(2) 指定地域 日向土木事務所管内 

 （名称） 

第２条 当共同企業体は、Ａ建設・Ｂ建設復旧・復興建設工事共同企業体（以下「企業

体」という。）と称する。 

 （事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を宮崎県宮崎市●●●に置く。 

 （成立の時期及び解散の時期）  

第４条 当企業体は、令和５年●月●日に成立し、その存続期間は、宮崎県が発注する

建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱（平成２０年５月１９日宮

崎県告示第３６９号）第８条に規定する有効期間の末日までとする。ただし、存続期

間を経過しても、当企業体に係る復旧・復興工事の請負契約の履行後３月を経過する

までの間は解散することができない。 

２ 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 

 （構成員の所在地及び名称） 

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 

 所  在  地 宮崎県宮崎市●●● 

 商号又は名称 株式会社Ａ建設 

 代  表  者 宮崎 太郎 

 所  在  地 宮崎県日向市●●● 

 商号又は名称 株式会社Ｂ建設 

 代  表  者 日向 次郎 

 （代表者の名称） 

第６条 当企業体は、株式会社Ａ建設を代表者とする。 

 （代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表してその

権限を行うことを名義上明らかにした上で、次の権限を有するものとする。 

(1) 発注者及び監督官庁等と折衝する権限 

(2) 復旧・復興工事の入札に関する権限 

(3) 請負代金（前払金及び部分払金を含む。）を請求及び受領する権限 

(4) 当企業体に属する財産を管理する権限  

 （構成員の出資の割合等） 

第８条 当企業体の各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、復旧・復興

工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わら

ないものとする。 

  商号又は名称 株式会社Ａ建設 ６０％ 

  商号又は名称 株式会社Ｂ建設 ４０％ 

県が示す災害名・指定地域名を記入 

構成員数が２なら３０％以上 

構成員数が３なら２０％以上 



２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価す

るものとする。 

 （運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事

の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営

に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、復旧・復興工事の完成に当

たるものとする。 

 （構成員の責任） 

第１０条 各構成員は、復旧・復興工事の請負契約の履行及び下請契約その他の復旧・

復興工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うも

のとする。 

 （取引金融機関） 

第１１条 当企業体の取引金融機関は、●●銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表

者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 

 （決算） 

第１２条 当企業体は、復旧・復興工事の完成の都度、当該復旧・復興工事について決

算するものとする。 

 （利益金配当の割合） 

第１３条 決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成

員に利益金を配当するものとする。 

 （欠損金の負担の割合） 

第１４条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により構成員が

欠損金を負担するものとする。 

 （権利義務の譲渡の制限） 

第１５条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできないものとする。 

 （工事途中における構成員の脱退に対する処置） 

第１６条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が復旧・復興

工事を完成する日までは脱退することはできない。 

２ 構成員のうち復旧・復興工事の途中において前項の規定により脱退した者がある場

合においては、残存構成員が共同連帯して復旧・復興工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割

合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有して

いる出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果

欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合

に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 

５ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 

 （構成員の除名） 

第１７条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、復旧・復興工事の途中において重要

な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員

全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。 

２ 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項ま



での規定を準用するものとする。 

 （工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第１８条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の途中において破産又は解散した場

合においては、第１６条第２項から第５項までの規定を準用するものとする。 

 （代表者の変更） 

第１９条 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせな

くなった場合においては、当企業体は解散するものとする。ただし、復旧・復興工事

の途中においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により

残存構成員のうちいずれかを代表者とするものとし、復旧・復興工事の請負契約の履

行後３月を経過した日の翌日に解散するものとする。 

 （解散後の契約不適合責任） 

第２０条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき、種類又は品質に関して

契約の内容に適合しないものであったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ず

るものとする。 

 （協定書に定めのない事項） 

第２１条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものと

する。 

 

 株式会社Ａ建設外１社は、上記のとおりＡ建設・Ｂ建設復旧・復興建設工事共同企業

体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書２通を作成し、各通に構成員が記名

押印の上、各自所持するものとする。 

 

   令和５年●月●日 

                  商号又は名称 株式会社Ａ建設 

                                    代  表  者 代表取締役 宮崎 太郎 印 

 

                  商号又は名称 株式会社Ｂ建設 

                                    代  表  者 代表取締役 日向 次郎 印 

丸印（会社実印）を押印 

申請書には写しを添付（原本不要） 



宮崎県復旧・復興ＪＶ制度Ｑ＆Ａ 

 

令和５年２月  

県土整備部技術企画課  

 

【制度概要】 

Ｑ１．復旧・復興ＪＶ制度とはどのような制度か。 

Ａ１．大規模災害からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、技術者・技能者の

不足や建設工事需要の急増等への対応として、被災地域に精通した地元建設

企業の施工力強化を目的として「復旧・復興建設工事共同企業体」（復旧・復

興ＪＶ）を結成し、被災地域外から被災地域を支援し、早期復旧を図る制度で

ある。 

   当県においては、予定価格３千万円以上５億円未満の土木一式工事を対象

としている。 

 

Ｑ２．復旧・復興ＪＶ制度はどのような場合に適用されるか。 

Ａ２．激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律

第１５０号）第２条第１項の規定により激甚災害として指定された災害その

他の特に激甚な災害からの復旧・復興工事を対象とし、被災地域の建設企業の

技術者・技能者の不足や、被災地域の建設企業単体での施工が困難となること

が想定される場合に適用される。 

 

Ｑ３．復旧・復興ＪＶのメリットは。 

Ａ３．被災地域の建設企業の技術者・技能者の不足や、被災地域の建設企業単体で

の施工が困難な状況を解消することが期待できる。具体的には次のとおり。 

  ・ 監理技術者又は主任技術者の専任配置は代表構成員にのみ求め、他の構成

員は専任配置不要（専任不要の他工事との兼務が可能） 

  ・ Ａ級２社以上なら特Ａ級工事に、Ｂ級２社以上ならＡ級工事に参加可能 

   （通常参加できない地域・価格帯の工事に参加可能） 

 

Ｑ４．対象地域はどのように指定されるか。 

Ａ４．地域内の建設業者数といった地域特性等を考慮し、土木事務所・西臼杵支庁

単位で知事が指定するものとする。指定地域内の工事であれば、発注機関は問

わない。 

 

Ｑ５．対象工事はどのように確認すればよいか。 

Ａ５．入札公告で復旧・復興ＪＶの参加を認めている工事が対象となる。 

なお、発注見通しにおいては概要欄に「復旧・復興ＪＶ可」と表示する。 

 



【復旧・復興ＪＶの結成】 

Ｑ１．復旧・復興ＪＶの組合せの条件は。 

Ａ１．次のとおり。 

・ 当該年度の県の入札参加資格（土木一式）の認定を受けており、等級格付

がＢ～特Ａであること。 

  ・ 指定地域に本店を有する構成員を１社以上含むこと。 

  ・ 構成員数が２または３社であること。 

  ・ 出資比率が２社なら３０％以上、３社なら２０％以上であること。 

（Ａ社５０％、Ｂ社５０％など、同じ出資比率でも可） 

 

Ｑ２．代表構成員の条件は。 

Ａ２．復旧・復興ＪＶの代表構成員は、構成員のうち最上位の等級に格付けされ、

かつ、構成員において決定された者とする。同等級の構成員同士の場合は、い

ずれでも構わない。また、指定地域内の企業である必要はなく、出資比率が構

成員中最大である必要もない。 

   なお、監理技術者又は主任技術者の専任配置は代表構成員にのみ求める点

に留意して決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【復旧・復興ＪＶの申請】 

Ｑ１．復旧・復興ＪＶの入札参加資格審査申請方法は。 

Ａ１．必要書類を担当部署に提出すること。郵送の場合は、書留など配達の記録確

認ができるものに限る。 

＜必要書類＞ 

 ・ 復旧・復興建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 

（要領別記様式第１号） ※押印不要 

  ・ 復旧・復興建設工事共同企業体協定書 

（要領別記様式第２号） ※写しを提出 

＜担当部署＞ 

   〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２丁目１０番１号（防災庁舎９階） 

   宮崎県 県土整備部 技術企画課 入札・技術評価担当 

＜令和４年台風第１４号における受付期間＞ 

   令和５年２月１日から令和６年３月３１日まで 

 

Ｑ２．申請から認定・登録までにどのくらいかかるか。 

Ａ２．必要書類の受理後、１週間程度を目安に登録通知を発出することとしている

が、前後する可能性がある。 

なお、対象工事の入札に参加するためには、公告日時点で登録済であること

が必要（通知日と同日でも可）となる。 

 

Ｑ３．認定・登録されるとどうなるか。 

Ａ３．建設業者等有資格業者名簿に登載されたものとみなされ、認定の日以降に公

告される対象案件に参加することができる。有効期間は原則として、次期定期

認定日の前日までとなる。 

   なお、県内において、同時期に複数の指定地域がある場合、それぞれの指定

地域の復旧・復興工事に応札するためには、指定地域毎に復旧・復興ＪＶを結

成し申請する必要がある。 

 

Ｑ４．認定・登録の通知はどのように行われるか。 

Ａ４．復旧・復興建設工事共同企業体登録通知書（要領別記様式第４号）により、

当該ＪＶの代表構成員に通知される。 

   なお、この通知書に記載された通知日以降に公告される入札案件に参加可

能となる。 

 

Ｑ５．一の企業が参加できる復旧・復興ＪＶの数は。 

Ａ５．最大で３までである。 

なお、複数の被災地域について復旧・復興ＪＶの申請を行う場合において

は、指定地域ごとに３までではなく、全体で３までとなる。 



【復旧・復興ＪＶの解散】 

Ｑ１．復旧・復興ＪＶを解散することは可能か。 

Ａ１．自主的に解散することができる。解散後、復旧・復興建設工事共同企業体解

散届出書（別記様式第６号）を速やかに提出すること。 

   ただし、次の期間については解散はできない。 

・ 対象工事の入札において復旧・復興ＪＶとして入札書を提出してから落

札者が決定するまでの間 

・ 復旧・復興ＪＶとして受注した対象工事の施工中及び完成後３月を経過

した日までの間 

 

 

【復旧・復興ＪＶでの応札】 

Ｑ１．復旧・復興ＪＶが電子入札システムで応札する場合の留意事項は。 

Ａ１．次のとおり。 

・ 代表構成員が電子入札システムにログインして応札すること。 

・ 入札書提出画面右上の「特定ＪＶ参加」にチェックを入れ、「共同企業体

名称」欄に復旧・復興ＪＶの名称を記入すること。 

   （チェックが漏れていた場合、復旧・復興ＪＶとしての応札を意図したもの

であっても、単体企業としての応札として取り扱うので留意すること。） 

 

 

Ｑ２．特定の企業が複数のＪＶの構成員として同一の入札に参加することはでき

るか。また、ＪＶと単体とで同一の入札に参加することは可能か。 

Ａ２．いずれも不可とし、当該企業を構成員に含むＪＶ及び当該企業単体のした入

札は全て無効として取り扱う。 

 



【復旧・復興ＪＶの総合評価】 

Ｑ１．復旧・復興ＪＶ対象工事の総合評価落札方式の型式は。 

Ａ１．施工体制評価型総合評価落札方式のうち、「特別簡易型」又は「地域企業育

成型」のいずれかで発注する。 

なお、特別簡易型においては、負担軽減のため自己採点型（※）を適用する。 

 

 ※ 通   常：入札前に全者が技術申請書を提出 

 → 入札前に評価点確定 

   自己採点型：入札前に全者が自己採点表のみ提出 

         → 自己採点表の点数と応札額により仮の評価値を確定 

           入札後は評価値１位の者のみ技術申請書を提出、確認 

 

Ｑ２．特別簡易型における評価方法は。 

Ａ２．次のとおり。 

   ＜施工実績＞ 

    各構成員の実績の合計を用いて評価する。 

   ＜工事成績点＞ 

    各構成員の平均点を用いて評価する。 

   ＜受注状況（Ｋ値）＞ 

    ●過去１年間の受注額（分子） 

     当該復旧・復興ＪＶとしての受注額に加え、各構成員が単体で受注した

受注額の合計を対象とする。ただし、不調・不落対策の特例措置として、

災害復旧工事については過去１年間の受注額に含めない。 

●過去５か年度の受注額（分母） 

α又はβのいずれか大きい方の値とする。 

α：「当該復旧・復興ＪＶ及び各構成員が、前年度から起算して５か 

年度前までの期間に契約した工事の受注額の合計を５で除した 

値」の各構成員の合計額 

β：当該年度における当該復旧・復興ＪＶと同じ等級に属する企業の 

過去５か年度の平均受注額 

   ＜地域精通度＞ 

    各構成員のうちいずれかの構成員が該当していれば評価する。 

   ＜配置技術者の能力＞ 

    代表構成員の配置予定技術者（専任となる配置予定技術者）を評価する。 

   ＜減点項目＞ 

    減点項目の対象となる構成員を含む場合は、当該構成員の減点をＪＶと

しての減点とする。複数の構成員が減点対象である場合は、最も大きい減点

をＪＶとしての減点とする。 

 



Ｑ３．地域企業育成型における評価方法は。 

Ａ３．次のとおり。 

   ＜技術申請書の提出＞ 

    既に単体企業として技術申請書を提出していても、復旧・復興ＪＶとして

改めて申請が必要となる。復旧・復興ＪＶの認定・登録後、入札公告に定め

る期日までに、指定地域を管轄する土木事務所に提出すること。 

   ＜工事成績点＞ 

    各構成員の平均点を用いて評価する。 

   ＜地域社会貢献度＞ 

   ・ 地域内における本店の有無 

構成員のいずれかが該当すれば評価する。 

・ 企業の地域貢献の実績 

構成員のいずれかが該当すれば可とし、合計数で評価する。ただし、 

１つの項目につき１構成員のみ評価する。 

   ＜減点項目＞ 

    減点項目の対象となる構成員を含む場合は、当該構成員の減点をＪＶと

しての減点とする。複数の構成員が減点対象である場合は、最も大きい減点

をＪＶとしての減点とする。 

 

 

【復旧・復興ＪＶの施工実績】 

Ｑ１．復旧・復興ＪＶとして受注した工事は、その後参加する別案件において、入

札参加資格で求める実績として認められるか。 

Ａ１．入札公告で定める要件（出資比率等）を満たしていれば、認められる。 

 

Ｑ２．復旧・復興ＪＶとして受注した工事は、その後参加する別案件（総合評価落

札方式）において、評価対象の施工実績として認められるか。 

Ａ２．認められる。（出資比率が２０％以上であることを要件としている。） 

 

Ｑ３．復旧・復興ＪＶとして受注した工事は、総合評価落札方式における受注状況

（Ｋ値）算出にあたり、どのように取り扱うのか。 

Ａ３．復旧・復興ＪＶとしての受注額は、災害復旧工事であるため、不調・不落対

策の特例措置により「過去一年間の受注額（分子）」には含まないが、「過去５

か年度の受注額（分母）」には含む。 

なお、復旧・復興ＪＶの構成員が、その後土木一式工事の別案件に単体で参

加する場合は、出資比率分の額を計上する。 

 

 

 



【その他】 

Ｑ１．遠方からの技能者の宿泊費等については、設計変更の対象となるか。 

Ａ１．復旧・復興ＪＶの参加を認める工事のうち、一部の地域の工事においては、

地域外からの労働者確保に必要な費用を設計変更により対応できることとし

ている。詳細は県庁ＨＰに掲載しているほか、対象工事の特記仕様書にも明示

するので、確認していただきたい。 

 

 （県庁ＨＰ） 

トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 技術基準 

 > 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について（県土整備部） 


