
○○○○ 該当該当該当該当なしなしなしなし

２２２２２２２２

○○○○技術力技術力技術力技術力のののの評価評価評価評価にににに加加加加ええええ、、、、地域性地域性地域性地域性・・・・社会性社会性社会性社会性のののの評価評価評価評価をををを行行行行うううう『『『『企業企業企業企業』』』』のののの評価評価評価評価のののの配点配点配点配点をををを高高高高めることによりめることによりめることによりめることにより、、、、
『『『『企業企業企業企業』』』』とととと『『『『配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者』』』』のののの技術力評価技術力評価技術力評価技術力評価におけるにおけるにおけるにおける配分配分配分配分のののの適正化適正化適正化適正化をををを図図図図りますりますりますります。。。。

１１１１１１１１

企業評価型企業評価型企業評価型企業評価型 施工計画型施工計画型施工計画型施工計画型 企業評価型企業評価型企業評価型企業評価型 施工計画型施工計画型施工計画型施工計画型

企企企企　　　　　　　　業業業業 5555 4444

配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者 5555 4444

簡易簡易簡易簡易なななな施工計画施工計画施工計画施工計画 －－－－ 12121212 －－－－ 15151515

計計計計 10101010 20202020 10101010 25252525

改正後改正後改正後改正後

6666

4444

改正前改正前改正前改正前

技技技技
術術術術
評評評評
価価価価
点点点点

○○○○ 該当該当該当該当なしなしなしなし

○○○○ 該当該当該当該当なしなしなしなし

３３３３３３３３

次次次次のののの評価項目評価項目評価項目評価項目はははは、、、、評価基準評価基準評価基準評価基準をををを変更変更変更変更しますしますしますします。。。。

○○○○同種同種同種同種・・・・類似工事類似工事類似工事類似工事のののの実績実績実績実績のののの有無有無有無有無（「（「（「（「企業企業企業企業のののの評価評価評価評価」」」」及及及及びびびび「「「「配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者のののの評価評価評価評価」）」）」）」）
・・・・評価対象期間評価対象期間評価対象期間評価対象期間 ：：：： 平成平成平成平成 17171717 年度以降年度以降年度以降年度以降 ⇒⇒⇒⇒ 平成平成平成平成18181818年度以降年度以降年度以降年度以降

（（（（過去過去過去過去10101010年年年年はははは変更変更変更変更ありませんありませんありませんありません。）。）。）。）

○○○○ 同種同種同種同種・・・・類似工事類似工事類似工事類似工事のののの成績評定成績評定成績評定成績評定（「（「（「（「企業企業企業企業のののの評価評価評価評価」」」」及及及及びびびび「「「「配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者のののの評価評価評価評価」）」）」）」）
・・・・評価対象期間評価対象期間評価対象期間評価対象期間 ：：：： 平成平成平成平成 22222222年度以降年度以降年度以降年度以降 ⇒⇒⇒⇒ 平成平成平成平成23232323年度以降年度以降年度以降年度以降

（（（（過去過去過去過去５５５５年年年年はははは変更変更変更変更ありませんありませんありませんありません。）。）。）。）
・・・・評価対象金額評価対象金額評価対象金額評価対象金額 ：：：： これまでこれまでこれまでこれまで、、、、評価対象件数評価対象件数評価対象件数評価対象件数がががが少少少少ないないないない場合等場合等場合等場合等、、、、評価対象評価対象評価対象評価対象としてとしてとしてとして不適当不適当不適当不適当なななな場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

例外的例外的例外的例外的にににに除外除外除外除外をををを認認認認めるめるめるめる取扱取扱取扱取扱いとしてきましたがいとしてきましたがいとしてきましたがいとしてきましたが、、、、工事工事工事工事のののの品質確保品質確保品質確保品質確保のののの観点観点観点観点からからからから、、、、
評価対象評価対象評価対象評価対象とするとするとするとする同種同種同種同種・・・・類似工事類似工事類似工事類似工事のののの設定金額設定金額設定金額設定金額をををを柔軟柔軟柔軟柔軟にににに設定設定設定設定できることとしできることとしできることとしできることとし、、、、評価評価評価評価
項目項目項目項目としてとしてとしてとして積極的積極的積極的積極的にににに採用採用採用採用することとしますすることとしますすることとしますすることとします。。。。

○○○○ 優良工事表彰優良工事表彰優良工事表彰優良工事表彰のののの有無有無有無有無（「（「（「（「企業企業企業企業のののの評価評価評価評価」」」」及及及及びびびび「「「「配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者配置予定技術者のののの評価評価評価評価」）」）」）」）
・・・・評価対象期間評価対象期間評価対象期間評価対象期間 ：：：： 平成平成平成平成20202020年度以降年度以降年度以降年度以降 ⇒⇒⇒⇒ 平成平成平成平成23232323年度以降年度以降年度以降年度以降

（（（（過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間にににに短縮短縮短縮短縮しますしますしますします。）。）。）。）

４４４４４４４４



評価項目及び配点（企業の評価）評価項目及び配点（企業の評価）評価項目及び配点（企業の評価）評価項目及び配点（企業の評価）
参考参考参考参考１１１１参考参考参考参考１１１１

技術力評価（必須項目）

施工実績　３件以上 10

施工実績　２件 5

施工実績　２件未満 0

成績評定の平均点　８０点以上 15

成績評定の平均点　７５点以上８０点未満 10

成績評定の平均点　７０点以上７５点未満 5

成績評定の平均点　７０点未満 0

成績評定　６５点未満　無 0

成績評定　６５点未満　有 -5

技術力評価（選択項目）

高知県表彰（知事賞又は優良賞）を２回以上受賞 10

高知県表彰（知事賞又は優良賞）を１回受賞 7.5

他機関表彰　受賞又は高知県表彰（所長賞）を２回以上受賞 5

高知県表彰（所長賞）を１回受賞 2.5

表彰　無 0

ISO9000ｼﾘｰｽﾞと併せてISO14000ｼﾘｰｽﾞ又はエコアクション21を取得 5

ISO9000ｼﾘｰｽ又はISO14000ｼﾘｰｽ又は若しくはエコアクション21のいずれかを取得 2.5

ＩＳＯ認証及びエコアクション認証　未取得 0

ＡＳフィニッシャを自社保有又は長期（１年以上）リース契約しており、かつ、当該工事のＡＳ舗装工を自社で施工する 10

ＡＳフィニッシャを自社保有若しくは長期（１年以上）リース契約している、又は、当該工事のＡＳ舗装工を自社で施工する 5

同種・類似工事の実績
（平成18181818年度以降、過去１0年）

同種・類似工事の成績評定
（平成23232323年度以降、過去５年）

直近の成績評定の最低点
（前年度実績）

優良工事表彰の有無
（平成23232323年度以降）
※過去５５５５年

ＩＳＯマネジメントシステム審査登録等の有無

舗装工事施工体制
（ＡＳ舗装工事に適用）

評価項目評価項目評価項目評価項目 評価基準評価基準評価基準評価基準 配点配点配点配点

企
業 5

ＡＳフィニッシャを自社保有又は長期（１年以上）リース契約しておらず、当該工事のＡＳ舗装工を下請に発注して施工する 0

地域性・社会性評価（選択項目）

当該工事と同一市町村内に建設業法上の主たる営業所　有 10

当該工事と同一市町村内に建設業法上の従たる営業所　有 5

当該工事と同一市町村内に建設業法上の営業所　無 0

自社工場（製作）の有無 県内自社工場による製作　　有 10

県内自社工場による製作　　無 0

若手技術者の育成の状況 41歳未満の主任（監理）技術者又は現場代理人の配置　有 10

41歳未満の主任（監理）技術者又は現場代理人の配置　無 0

地域点数　 ２０点以上相当 10

　　　〃　　　１５点以上２０点未満相当 8

　　　〃　　　１０点以上１５点未満相当 6

　　　〃　　　　５点以上１０点未満相当 4

　　　〃　　　  １点以上　５点未満相当 2

ボランティア活動　無 0

バックホウ又はトラクターショベルを自社保有又は長期（１年以上）リースにより3台以上保有　有 10

バックホウ又はトラクターショベルを自社保有又は長期（１年以上）リースにより2台保有　有 7.5

バックホウ又はトラクターショベルを自社保有又は長期（１年以上）リースにより1台保有　有 5

バックホウ又はトラクターショベルの自社保有又は長期（１年以上）リースによる保有　無 0

加入又は認定　有 10

加入又は認定　　　　無 0

BCPの認定　　　有 10
BCPの認定　　　無 0
指名停止　　　　無 0
指名停止　　　　　　　有 -10

独占禁止法違反等による指名停止の状況

地域内拠点の有無

地域ボランティアの有無
（前年度実績）

重機保有の有無

業
の
評
価

消防団への加入又は消防団協力事業所表示制
度の認定の状況　　（前年度実績）

BCPの認定の状況

合計点　120点（満点）合計点　120点（満点）合計点　120点（満点）合計点　120点（満点）
（企業評価型：合計点を（企業評価型：合計点を（企業評価型：合計点を（企業評価型：合計点を６６６６点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）
（施工計画型：合計点を（施工計画型：合計点を（施工計画型：合計点を（施工計画型：合計点を６６６６点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）



参考参考参考参考２２２２参考参考参考参考２２２２ 評価項目及び配点評価項目及び配点評価項目及び配点評価項目及び配点(配置予定技術者の評価）配置予定技術者の評価）配置予定技術者の評価）配置予定技術者の評価）

技術力評価（必須項目）

施工実績　３件以上 10

施工実績　２件 5

施工実績　２件未満 0

成績評定の平均点　８０点以上 15

成績評定の平均点　７５点以上８０点未満 10

成績評定の平均点　７０点以上７５点未満 5

成績評定の平均点　７０点未満 0

技術力評価（選択項目）

高知県表彰（知事賞又は優良賞）を２回以上受賞 10

高知県表彰（知事賞又は優良賞）を１回受賞 7.5

他機関表彰　受賞又は高知県表彰（所長賞）を２回以上受賞 5

高知県表彰（所長賞）を１回受賞 2.5

表彰　無 0

推奨単位の8/10以上 10

推奨単位の5/10以上8/10未満 7.5

推奨単位の3/10以上5/10未満 5

推奨単位の1/10以上3/10未満 2.5

推奨単位の1/10未満 0

１級国家資格　有 10

上記以外 0

（施工計画型：合計点を４点に換算する。）（施工計画型：合計点を４点に換算する。）（施工計画型：合計点を４点に換算する。）（施工計画型：合計点を４点に換算する。）

評価項目評価項目評価項目評価項目 評価基準評価基準評価基準評価基準 配点配点配点配点

同種・類似工事の実績
（平成18181818年度以降、過去１0年）

同種・類似工事の成績評定
（平成23232323年度以降、過去５年間）

優良工事表彰の有無
（平成23232323年度以降）
※過去５５５５年

継続学習制度（ＣＰＤ）への取り組み
（一社）全国土木施工管理技士会連合会、（公社）日本技術
士会、（公社）日本建築士会連合会、建築設備士関係団体Ｃ
ＰＤ協議会、（公社）土木学会の何れかの取得単位数
（有効期間：過去5年間）

配置予定技術者の資格

配
置
予
定
技
術
者
の
評
価

合計点　55点（満点）合計点　55点（満点）合計点　55点（満点）合計点　55点（満点）
（企業評価型：合計点を（企業評価型：合計点を（企業評価型：合計点を（企業評価型：合計点を４４４４点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）

問合問合問合問合せせせせ先先先先
高知県土木部建設管理課高知県土木部建設管理課高知県土木部建設管理課高知県土木部建設管理課（（（（契約担当契約担当契約担当契約担当））））
TELTELTELTEL 088－－－－823－－－－9813

評価項目及び配点（簡易な施工計画）評価項目及び配点（簡易な施工計画）評価項目及び配点（簡易な施工計画）評価項目及び配点（簡易な施工計画）

各工程の工期、手順が適切で、特に優れた工夫がある 15151515

各工程の工期、手順が適切で、優れた工夫がある 10101010

各工程の工期、手順が適切で、工夫がある 5555

各工程の工期、手順が適切である 0000

（発注者の指定した）品質管理項目に関して確認方法や管理方法などで、特に優れた工夫がある 15151515

（発注者の指定した）品質管理項目に関して確認方法や管理方法などで、優れた工夫がある 10101010

（発注者の指定した）品質管理項目に関して確認方法や管理方法などで、工夫がある 5555

（発注者の指定した）品質管理項目に関して確認方法や管理方法などが適切である 0000

（発注者の指定した）施工上の課題に対して、特に優れた工夫がある 15151515

（発注者の指定した）施工上の課題に対して、優れた工夫がある 10101010

（発注者の指定した）施工上の課題に対して、工夫がある 5555

（発注者の指定した）施工上の課題に対して、適切である 0000

配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ、特に優れた工夫がある 15151515

配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ、優れた工夫がある 10101010

配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ、工夫がある 5555

配慮事項の設定やこれへの対応が現地の環境条件を踏まえ適切である 0000

評価基準評価基準評価基準評価基準 配点配点配点配点

合計点　60点（満点）合計点　60点（満点）合計点　60点（満点）合計点　60点（満点） （合計点を（合計点を（合計点を（合計点を15151515点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）点に換算する。）

評価項目評価項目評価項目評価項目

簡
易
な
施
工
計
画

工程管理に関する所見

材料等の品質管理に関する所見

施工上の課題に関する所見

施工上配慮すべき事項に関する所見



○対 象 ： 委託対象金額委託対象金額委託対象金額委託対象金額1,000万円以上万円以上万円以上万円以上のののの土木設計業務土木設計業務土木設計業務土木設計業務のののの中中中中からからからから選定選定選定選定した案件を対象とします。
○制 度 ： 最低制限価格制度最低制限価格制度最低制限価格制度最低制限価格制度によりによりによりにより、、、、簡易型簡易型簡易型簡易型でででで実施実施実施実施します。
○その他 ： 事務所契約案件で試行する場合も、入札は建設管理課が実施します。

○評価の内容 ： 企業評価企業評価企業評価企業評価 ＋＋＋＋ 技術者評価技術者評価技術者評価技術者評価 ＋＋＋＋ 提案評価提案評価提案評価提案評価（（（（簡易簡易簡易簡易なななな業務計画業務計画業務計画業務計画））））
※技術者評価は、管理技術者管理技術者管理技術者管理技術者、、、、照査技術者照査技術者照査技術者照査技術者のののの両方両方両方両方について行ないます。

○配点 ： 標準点100点、加算点加算点加算点加算点20点点点点（（（（企業評価企業評価企業評価企業評価５５５５点点点点、、、、技術者評価技術者評価技術者評価技術者評価５５５５点点点点、、、、提案評価提案評価提案評価提案評価10点点点点））））
○落札者の決定方法 ：入札価格が予定価格と最低制限価格の範囲内にあるもののうち、評価値の

最も高いものを落札者とする。なお、評価値の算出は、除算方式除算方式除算方式除算方式による。
評価値評価値評価値評価値＝（＝（＝（＝（標準点標準点標準点標準点＋＋＋＋加算点加算点加算点加算点））））÷÷÷÷入札価格入札価格入札価格入札価格

○企業評価 ○提案評価（簡易な業務計画の提案）

1111

2222

3333

評価項目 評価基準 配点

ISO9000シリーズと併せてISO14000シリーズ
又はエコアクション21を取得

5

ISO9000シリーズ又はISO14000シリーズ若しく
はエコアクション21のいずれかを取得

2.5

高知県内事業所におけるＩＳＯ
マネジメントシステム（9000シ
リーズ及び14000シリーズ）審

査登録等の有無

評価項目 評価基準 配点

優れた工夫がある 10点

工夫がある 5点

標準的である 0点

最適な成果品とするための業

務遂行過程における工夫

○技術者評価

はエコアクション21のいずれかを取得

ＩＳＯ認証及びエコアクション認証未取得 0

高知県内に本社又は本店有 15

高知県内に支店（営業所・事務所を含む。）有 5

高知県内に本社又は本・支店なし 0

履行実績　３件以上 10

履行実績　２件 5

履行実績　２件未満 0

合計 30点（30点を５点に換算する。）

同種業務の履行実績の有無
（平成18年度以降）

高知県内拠点の有無

査登録等の有無

評価基準 配点

推奨単位の8/10以上 10

推奨単位の5/10以上8/10未満 7.5

推奨単位の3/10以上5/10未満 5

推奨単位の1/10以上3/10未満 2.5

推奨単位の1/10未満 0

履行実績　３件以上 10

履行実績　２件 5

履行実績　２件未満 0

推奨単位の8/10以上 10

推奨単位の5/10以上8/10未満 7.5

推奨単位の3/10以上5/10未満 5

推奨単位の1/10以上3/10未満 2.5

推奨単位の1/10未満 0

履行実績　３件以上 10

履行実績　２件 5

履行実績　２件未満 0

合計 ４0点（40点を５点に換算する。）

管
理
技
術
者

照
査
技
術
者

評価項目

継続的学習への取組み
（過去５年間）

同種業務の履行実績の有無
（平成18年度以降）

継続的学習への取組み
（過去５年間）

同種業務の履行実績の有無
（平成18年度以降）

優れた工夫がある 10点

工夫がある 5点

標準的である 0点

合計 ２0点（２0点を10点に換算する。）

最適な成果品とするための設
計上の簡易な工夫

問合問合問合問合せせせせ先先先先
高知県土木部建設管理課高知県土木部建設管理課高知県土木部建設管理課高知県土木部建設管理課
契約担当契約担当契約担当契約担当
TELTELTELTEL 088－－－－823－－－－9813


