
　地域点数の評価の変更について　（案）

全業種
土木、
建築
以外

土木
一式

建築
一式

配点
（上限） 確認方法 配点

（上限） 確認方法

工事成績評定 ○ ○

　高知県建設工事検査規程第13条の規定に基づいて実施され
た、前年度及び前々年度の各工事成績評定における評定点の
平均点（小数点以下切り捨て）を、次の表に当てはめ、評価
点とする。
　なお、工事成績評定の件数が１件の場合は0.5を、２件の場
合は0.7を当該評価点に乗じて（小数点以下切り捨て）評価
点とする。ただし、減点には乗じない。

△120～
120

自動加点

工事成績評定通知書
（写）を提出 継続

　高知県建設工事検査規程第13条の規定に基づいて実施され
た、前年度及び前々年度の各工事成績評定における評定点の
平均点（小数点以下切り捨て）を次の表に当てはめ、評価点と
する。
　なお、工事成績評定の件数が１件の場合は0.5を、２件の場
合は0.7を当該評価点に乗じて（小数点以下切り捨て）評価
点とする。ただし、減点には乗じない。

△120～
120

自動加点

土木システムから抽出 ・工事成績評定通知書の提出を省略

優良工事表彰 ○

　当該年度に高知県優良建設工事施工者表彰（土木一式工
事に限る。）を受けている場合又は優良建設工事の所長表彰
（土木事務所、林業事務所、農業振興センター）（土木一式
工事に限る。）は、件数に次の点数を乗じた値を評価点とする
（上限は50点とする。）。
（高知県知事賞：１件25点、優良賞：１件15点、所長
賞：１件 5点）

50

自動加点

技術管理課から一覧
表を取得

継続

変更有

　前年度及び当該年度に高知県優良建設工事施工者表彰
（土木一式工事に限る。）を受けている場合又は優良建設工
事の所長表彰（土木事務所、林業事務所、農業振興セン
ター）（土木一式工事に限る。）は、件数に次の点数を乗じた
値を評価点とする（上限は50点とする。）。
（高知県知事賞：１件25点、優良賞：１件15点、所長
賞：１件 5点）

50

自動加点
技術管理課より取得 ・資格の有効期間延長による、評価対象期間の拡

大（１年→２年）

監理技術者数 ○

　入札参加資格審査基準日において、継続雇用期間が６ヶ月
を超え、過去５年以内に監理技術者講習を受講している監理
技術者（土木一式工事に限る。）について、人数に１点を乗じ
た値を評価点とする（上限は50点とする。）。

50
監理技術者資格者証
及び監理技術者講習
修了証を提示

継続

変更有

　入札参加資格審査基準日において、一般財団法人建設業
技術者センター（ＣＥ財団）に登録されている有効な監理技
術者（土木一式工事に限る。）について、人数に１点を乗じた
値を評価点とする（上限は50点とする。）

50

自動加点

建設業技術センターよ
り取得

・電子申請による個人情報（在籍確認）資料の
添付省略のため、継続雇用の要件緩和

・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了
証の提示を省略

・申請項目から自動加点項目へ

技術研修の実
施 ○

　入札参加資格審査基準日において、一般社団法人全国土木
施工管理技士会連合会の「継続学習制度（土木施工管理／
ＣＰＤＳ）」における登録学習単位数について評価する。
　従事職員の登録学習単位数の合計単位数を６単位（ＵＮ
ＩＴ）で除し（小数点以下切り捨て）、１点を乗じた値を評
価点とする（上限は20点とする。）。

20
土木施工管理技士会
の学習履歴証明書を
提示

廃止

特許権、実用
新案権の取得 ○

　入札参加資格審査基準日において、建設業者が、土木一式
工事に係る特許権、実用新案権を取得している場合は、取得
件数に２点を乗じた値を評価点とする（上限は20点とす
る。）。

20 登録を証明する書面
（写）を提出 廃止

安全対策 ○ 　入札参加資格審査基準日において、建設業労働災害防止協
会に加入している場合は、評価点５点とする。 5 加入証明書（原本）

を提示 継続 　入札参加資格審査基準日において、建設業労働災害防止協
会に加入している場合は、評価点５点とする。

5

自動加点

建設業労働災害防止
協会より取得

・加入証明書（原本）の提示を省略

・申請項目から自動加点項目へ

主な変更点

技術に優れた
企業に対する

評価

適用業種

評価項目 審査項目 現行 変更案



全業種
土木、
建築
以外

土木
一式

建築
一式

配点
（上限） 確認方法 配点

（上限） 確認方法
主な変更点

適用業種

評価項目 審査項目 現行 変更案

技術に優れた
企業に対する

評価

建設キャリアアッ
プシステム（Ｃ
ＣＵＳ）導入

○ 新規

　入札参加資格審査基準日において、建設キャリアアップシステ
ムの事業者登録を完了している場合は、評価点10点とする。
　ただし、令和８年度以降の資格審査からは、前年度及び
前々年度に発注者から直接請け負った日本国内における建設
工事において、建設工事に従事する者の就業履歴を建設キャリ
アアップシステム（一般財団法人建設業振興基金が提供する
サービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建
設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を
登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用
する者の利用に供するものをいう。）上に蓄積するために必要
な措置を実施した工事１件につき評価点２点とする（上限は
10点とする。）。

10

自動加点

（一社）建設業振興
基金より取得 ・新設

公共工事元請
完成工事高 ○

　審査基準日の直近の８月末までに終了した事業年度に係る
公共工事元請受注完成工事高（土木一式工事に限る。）を
1,000万円で除し（小数点以下切り捨て）、１点を乗じた値を
評価点とする（上限は30点とする。）。

30
決算終了後変更届出
書（工事経歴書）を
提示

継続

変更有

　審査基準日の直近の８月末までに終了した事業年度及びそ
の前年の事業年度に係る公共工事元請受注完成工事高（土
木一式工事に限る。）の合計額を２で除した後、1,000万円
で除し（小数点以下切り捨て）、１点を乗じた値を評価点とす
る（上限は30点とする。）。

30

自動加点
コリンズから抽出

・資格の有効期間延長による、評価対象期間の拡
大（１年→２年）

・申請書及び決算終了後変更届出書（工事経歴
書）の提示を省略

・申請項目から自動加点項目へ

工事施工能力
評定 ○

　直近の経営事項審査の建設工事の種類別年間平均完成工
事高に係るX1評点に0.1を乗じた値を評価点とする（小数点以
下切り捨て）。ただし、年間平均完成工事高が1,000万円未
満については対象としない。

上限なし

自動加点
CIISからデータを取得 継続

　直近の経営事項審査の建設工事の種類別年間平均完成工
事高に係るX1評点に0.1を乗じた値を評価点とする（小数点以
下切り捨て）。ただし、年間平均完成工事高が1,000万円未
満については対象としない。

上限なし

自動加点
CIISから抽出 ・変更なし

指名停止 ○

　入札参加資格審査基準日前１年間（前年10月１日から当
年９月30日）において、高知県建設工事指名停止等措置要
綱に基づく指名停止が開始した場合は、当該指名停止期間を
１月で除し、－10点を乗じた値を評価点とする。なお、停止期
間が１月未満の端数は、１月とする。（平成27年度入札参加
資格審査より下限は撤廃。）

下限なし 指名停止通知書
（写）を提示

継続

変更有

　入札参加資格審査基準日前２年間（前々年10月１日から
当年９月30日）において、高知県建設工事指名停止等措置
要綱に基づく指名停止が開始した場合は、当該指名停止期間
を１月で除し、－10点を乗じた値を評価点とする。なお、停止期
間が１月未満の端数は、１月とする。

下限なし

自動減点
土木政策課より取得

・資格の有効期間延長による、評価対象期間の拡
大（１年→２年）

・指名停止通知書の提示を省略

・申請項目から自動減点項目へ

ＩＳＯのマネジ
メントシステム審
査登録等

○

　入札参加資格審査基準日において、ＩＳＯ（国際標準化機
構）の環境マネジメントシステム（ISO14000シリーズ）の審査
登録又は（一財）持続性推進機構が実施する「エコアクション
２１」の認証・登録を受けている場合は、評価点20点とする。た
だし、審査基準日の直近の８月末までに到来した決算の経営事
項審査において、ISO14000シリーズの登録が有りとして評価さ
れている場合の評価点は13点とする。

20

ISO:登録書（写）と
定期審査報告書
（写）を提出
エコアクション21:認証・
登録証（写）を提出

廃止

経営に優れた
企業に対する

評価



全業種
土木、
建築
以外

土木
一式

建築
一式

配点
（上限） 確認方法 配点

（上限） 確認方法
主な変更点

適用業種

評価項目 審査項目 現行 変更案

不当要求防止
責任者講習 ○

　入札参加資格審査基準日の３年前の日の属する年度の４月
１日から入札参加資格審査基準日までの間に、暴力団対策法
第14条に基づき高知県公安委員会が実施する「不当要求防止
責任者講習」を受講している場合は、評価点５点とする。
　なお、受講者が、入札参加資格審査基準日において、当該建
設業者に在籍していることを条件とする。

5 受講修了書（写）の
提出 変更

　前年度及び前々年度において、土木政策課が実施する「事
業者向けコンプライアンス研修及び働き方改革支援研修」を受
講している場合は、評価点５点とする。

5

自動加点
土木政策課より取得

・電子申請による個人情報（在籍確認）資料の
添付省略のため、評価事業（講習）内容を変更

・申請項目から自動加点項目へ

従事職員数 ○
　従事職員数に１点を乗じた値を評価点とする（上限は50点と
する。）。ただし、入札参加資格審査基準日において、１年を超
えて継続して雇用している常勤の従事職員とする。

50 採用年月日を確認する
ための資料の提示 廃止

障害者雇用 ○

　法定雇用率（2.3%）を超えて、若しくは雇用義務のない建
設業者（常用雇用労働者数43.5人未満の建設業者）が障
害者を雇用している場合は、評価点20点とする。ただし、入札参
加資格審査基準日において、１年を超えて継続して雇用してい
る身体障害者、知的障害者及び精神障害者とする。
　なお、当該障害者については、障害者の雇用の促進等に関す
る法律（昭和35年法律123号）に基づき判断する。

20

身体障害者手帳
（写）、療育手帳
（写）及び精神障害
者保健福祉手帳
（写）の提示
障害者雇用状況報告
書（写）を提出

継続

変更有

　法定雇用率（2.3％）を超えて、若しくは雇用義務のない建
設業者（常用雇用労働者数43.5人未満の建設業者）が障
害者を雇用している場合は、評価点20点とする。
　なお、当該障害者については、障害者の雇用の促進等に関す
る法律（昭和35年法律第123号）に基づき判断する。

20 障害者雇用状況報告
書（PDF）を添付

・電子申請による個人情報（在籍確認）資料の
添付省略のため、継続雇用の要件緩和

・電子申請による個人情報（障害者手帳）資料
の添付省略のため、確認書類を変更

・次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合
一般事業主認定（くるみん）が経営事項審査の
加点項目となることから、評価点を調整（20点→
10点）

・評価項目（女性活躍及び若年雇用）の追加
（配点の上限は変更なし）

・各種認証書の提出を省略

・申請項目から自動加点項目へ

社会と地域に
貢献する企業
に対する評価 次世代育成支

援企業認証
等、高知県見
守り雇用主認
証企業取得並
びに協力雇用
主としての登録
及び雇用実績

○

　入札参加資格審査基準日において、次世代育成支援対策推
進法に基づく基準適合一般事業主に認定されている場合、又は
高知県ワークライフバランス推進企業認証制度要綱に基づく高知
県ワークライフバランス推進企業認証を取得している場合は、評
価点20点とする。
　また、入札参加資格審査基準日において、高知県見守り雇用
主認証企業制度要綱に基づく高知県見守り雇用主認証企業を
取得している場合は、評価点10点とする。
　加えて、入札参加資格審査基準日において、法務省の実施す
る協力雇用主制度に基づく登録がされており、かつ入札参加資
格審査基準日以前３年間の間に、同制度に基づく雇用実績が
ある場合（ただし、雇用主側から解雇した場合を除く。）は、評
価点10点とする。
　なお、当該項目の評価点の上限は20点とし、「次世代育成支
援企業認証等」、「高知県見守り雇用主認証」及び「協力雇用
主としての登録及び雇用実績」の全てに該当する場合でも、評価
点は20点とする。

20

次世代：基準適合一
般事業主認定通知書
（写）又は高知県
ワークライフバランス推進
企業認証書（写）の
提出
見守り雇用：認証企
業証書（写）の提出
協力雇用：協力雇用
主証明書（写）の提
出

継続

変更有

ア　　入札参加資格審査基準日以前に、次世代育成支援対
策推進法（平成15年法律第120号）に基づく「くるみん認
定」、「トライくるみん認定」若しくは「プラチナくるみん認定」を取
得しており、かつ、入札参加資格審査基準日において、認定取
消又は辞退がなされておらず厚生労働省により認定企業として
認められている場合は、評価点10点とする。
イ　　入札参加資格審査基準日以前に、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）に
基づく「えるぼし認定（第１段階）」、「えるぼし認定（第２段
階）」、「えるぼし認定（第３段階）」若しくは「プラチナえるぼ
し認定」を取得しており、かつ、入札参加資格審査基準日にお
いて、認定取消又は辞退がなされておらず厚生労働省により認
定企業として認められている場合は、評価点10点とする。
ウ　　入札参加資格審査基準日以前に、青少年の雇用の促進
等に関する法律（昭和45年法律第98号）に基づく「ユース
エール認定」を取得しており、かつ、入札参加資格審査基準日
において、認定取消又は辞退がなされておらず厚生労働省によ
り認定企業として認められている場合は、評価点10点とする。
エ　　入札参加資格審査基準日において、高知県ワークライフ
バランス推進企業認証制度要綱に基づく高知県ワークライフバ
ランス推進企業認証を取得している場合は、評価点10点とす
る。
オ　　入札参加資格審査基準日において、高知県見守り雇用
主認証企業制度要綱に基づく高知県見守り雇用主認証企業
を取得している場合は、評価点10点とする。
カ　　入札参加資格審査基準日において、法務省の実施する
協力雇用主制度に基づく登録がされており、かつ入札参加資格
審査基準日以前３年間の間に、同制度に基づく雇用実績があ
る場合（ただし、雇用主側から解雇した場合を除く）は、評価
点10点とする。
　なお、当該項目の評価点の上限は20点とし、アからカの全て
に該当する場合でも、評価点は20点とする。

20

自動加点
各団体ＨＰより取得



全業種
土木、
建築
以外

土木
一式

建築
一式

配点
（上限） 確認方法 配点

（上限） 確認方法
主な変更点

適用業種

評価項目 審査項目 現行 変更案

災害対応協力
等 ○

ア　前年度及び前々年度において、県の要請（緊急発注依頼
書）に基づいて災害時の復旧工事等に貢献した場合は、１件
につき評価点４点とする（上限は20点とする。）。
イ　入札参加資格審査基準日において、「大規模災害発生時に
おける支援活動に関する細目協定」に基づき、一般社団法人高
知県建設業協会が運営するGPS携帯による災害情報共有シス
テムの協力企業として登録している場合は、評価点10点とする。
ウ　入札参加資格審査基準日において、国又は市町村（消防
団の事務を処理する一部事務組合等を含む）が実施する「消
防団協力事業所表示制度」の認定を受けている場合は、評価
点10点とする。

40

ア：緊急工事発注依
頼書（写）・緊急委
託業務発注依頼書
（写）を提出
イ：高知県建設業協
会より一覧表を取得
ウ：消防団協力事業
所表示証明書を提示

継続

変更有

ア　　前年度及び前々年度において、県の要請（緊急発注依
頼書）に基づいて災害時の復旧工事等に貢献した場合は、１
件につき評価点４点とする（上限は20点とする。）。
イ　　入札参加資格審査基準日において、「大規模災害発生時
における支援活動に関する細目協定」に基づき、一般社団法人
高知県建設業協会が運営するGPS携帯による災害情報共有シ
ステムの協力企業として登録している場合は、評価点10点とす
る。
ウ　　入札参加資格審査基準日において、国又は市町村（消
防団の事務を処理する一部事務組合等を含む）が実施する
「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けている場合は、評
価点10点とする。
エ　　前年度及び前々年度において、県が発注する年間維持
委託業務を履行した場合は、１件につき評価点10点とする
（上限は20点とする。）。ただし、受託金額が500万円未満
については対象としない。
　なお、当該項目の評価点の上限は40点とし、アからエの全て
に該当する場合でも、評価点は40点とする。

40

イ、エ
自動加点

ア：緊急工事発注依
頼書・緊急委託業務
発注依頼書を添付
イ：高知県建設業協
会より取得
ウ：消防団協力事業
所表示証明書を添付
エ：土木システムから
抽出

・評価項目（年間維持委託業務の履行）の追加
（配点の上限は変更なし）

県産品の使用 ○
　前年度に完成した県発注工事において、高知県内産の木材
又はコンクリート二次製品を使用した場合は、工事１件につき評
価点４点とする（上限は20点とする。）。

20
施工計画書別添様式
「主要材料」（写）を
提出

継続

変更有

　前年度及び前々年度に完成した県発注工事において、高知
県内産の木材又はコンクリート二次製品を使用した場合は、工
事１件につき評価点２点とし、前年度及び前々年度のそれぞ
れの上限を10点とする（２年間の上限は20点とする。）。

20 該当工事番号を入力

・資格の有効期間延長による、評価対象期間の拡
大（１年→２年）

・１年間の上限を設定（10点）

・施工計画書別添様式「主要材料」の提出を省略

地域ボランティア ○

　前年度において、県のふれあいの道づくり支援事業の支援対象
者（ロードボランティア）として認定を受け、活動を行った場合
は、１回の活動につき評価点２点とし、県の海岸緊急清掃事業
参加団体（ビーチボランティア）の認定を受け事業に参加した場
合は、１回の参加につき評価点４点とする（上限は20点とす
る。）。

20 活動実績報告書
（写）を提出

継続

変更有

　前年度及び前々年度において、県のふれあいの道づくり支援事
業の支援対象者（ロードボランティア）として認定を受け、活動を
行った場合は、１回の活動につき評価点を１点とし、県の海岸
緊急清掃事業参加団体（ビーチボランティア）の認定を受け、
事業に参加した場合は、１回の参加につき評価点を２点とし、
県内の一級河川（指定区間）及び二級河川で河川美化活
動を行う団体（リバーボランティア）の認定を受け、事業に参
加した場合は、１回の活動につき評価点を１点とし、前年度及
び前々年度のそれぞれの上限を10点とする（２年間の上限は
20点とする。）。

20

自動加点

道路課、港湾・海岸課
より取得

・資格の有効期間延長による、評価対象期間の拡
大（１年→２年）

・１年間の上限を設定（10点）

・活動実績報告書の提出を省略

SDGs推進 ○ 新規
　入札参加資格審査基準日において、こうちＳＤＧｓ推進企
業登録制度実施要綱に基づくこうちＳＤＧｓ推進企業に登録
されている場合は、評価点10点とする。

10

自動加点
計画推進課より取得 ・新設

ＢＣＰ認定 ○ 新規

　入札参加資格審査基準日において、高知県建設業ＢＣＰ
審査会又は四国建設業ＢＣＰ等審査会により「災害時の基
礎的な事業継続力を備えていると認定された建設会社」として
認定された場合は、評価点10点とする。

10

自動加点
土木政策課より取得 ・新設

担い手確保 ○ 新規

　前年度及び前々年度において、高知県内で実施した出前授
業、現場見学会、インターンシップ事業等の建設業における担
い手確保に貢献する取組を実施した場合は、評価点５点とす
る。

5 事業実績を確認するた
めの資料を添付 ・新設

490 415

社会と地域に
貢献する企業
に対する評価

社会と地域に
貢献する企業
に対する評価


