
平成30年 3月
九州地方整備局 港湾空港部

工事の総合評価落札方式に係る

評価基準等の一部見直しについて

（平成30年度 4月期）

平成30年4月1日以降の公告案件より適用する。



見直しの
内容

１）「若手技術者等の雇用・育成」の追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．総合評価落札方式の技術提案評価型（Ｓ型）課題提案型の試行について ・・・・・・・・・・

３．競争参加資格確認申請時の配置予定技術者数について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．WTO対象工事における参加資格要件の緩和 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４．企業・技術者評価

（２）「配置予定技術者等の能力」評価の見直し【オプション項目】

１）「配置予定技術者の年齢」 の削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．若手技術者の技術の習得機会の拡大に向けた取り組みについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５．オーバースペック等の理由により評価しない技術提案の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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（１）「企業の施工能力」評価の見直し【オプション項目】

６

８

（１）「企業の施工能力」評価の見直し【必須項目】

１）「使用作業船の保有形態及び環境性能達成状況」の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４



◆特定JVの代表者以外の構成員の企業の参加資格要件を緩和し、企業の参加機会の
拡大を図る。(全国統一の取り組み)

１.ＷＴＯ対象工事における参加資格要件の緩和

【現行】 ○特定ＪＶの代表者以外の構成員の企業における客観点数の要件

特定ＪＶの代表者以外の構成員の企業における客観点数の要件

【緩和】 ○特定ＪＶの代表者以外の構成員の企業における客観点数の要件のさらなる緩和

特定ＪＶの代表者以外の構成員の企業における客観点数の要件

１

工事種別 代表者客観点数 構成員客観点数

港湾土木 1,150点以上 950点以上

港湾等しゅんせつ 950点以上 850点以上

工事種別 代表者客観点数 構成員客観点数

港湾土木 1,150点以上 850点以上

港湾等しゅんせつ 950点以上 750点以上



２.若手技術者の技術の習得機会の拡大に向けた取り組みについて

【見直し】○技術者の評価について（若手技術者 + 技術指導者を配置する場合）

【現行】 ○技術者の評価について

2

評価対象とする技術者
競争参加資格要件

工事実績（同種性）
の評価

全工事 配置予定技術者の実績 配置予定技術者の実績 配置予定技術者の実績 配置予定技術者の実績

総合評価項目（必須項目）

表彰
（優秀技術者）

工事区分
同種工事の実績 工事成績の評価

◆建設業における若手技術者の活躍に向け、若手技術者(40歳未満)を主任(監理)技術者
として配置する場合は、併せて技術指導者の配置を可能とし、技術指導者を配置する場合
においては、技術者評価の対象者を若手技術者ではなく、技術指導者とする。

また、若手技術者を配置する場合には工事の成績評定で加点することで、若手技術者の
主任(監理)技術者としての登用を促すものである。(全国統一の取り組み) ※全工事対象

評価対象とする技術者（技術指導者を配置する場合） ※若手技術者は、昭和53年4月2日時点以降に生まれた人を対象とする。
競争参加資格要件 備考

工事実績（同種性）
の評価

配置予定技術者の実績 技術指導者の実績 技術指導者の実績 技術指導者の実績

※若手技術者 （非専任） （非専任） （非専任）

技術指導者の実績 技術指導者の実績 技術指導者の実績 技術指導者の実績

（専任） （専任） （専任） （専任）

技術指導者の要件

・主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
・定期的に配置予定技術者の指導を現場にて行うこと(１回/週程度)
・現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
・他の工事に主任(監理)技術者として従事しておらず、技術指導者と
　しての配置が別件工事を含めて３件以内であること。

・主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
・現場代理人又は担当技術者として配置すること。
・他の工事に技術者として従事していないものであること。
・専任で配置予定技術者の指導を現場にて行うこと。

難易度が低い分任官工事
 〇難易度：Ⅰ～Ⅲの分任官工事

難易度が高い分任官工事、または本官工事
　〇難易度：Ⅳ以上の分任官工事
　〇本官工事

工事区分

総合評価項目（必須項目）

同種工事の実績 工事成績の評価
表彰

（優秀技術者）

発注区分

本官

若手技術者 + 技術指導者
分任官 （非専任）

Ⅰ～Ⅲ Ⅳ～Ⅵ

発注時工事難易度の運用

若手技術者 + 技術指導者（専任）

発注時工事技術的難易度評価



◆申請できる配置予定技術者を複数名申請から１名のみとすることにより、申請書類の
削減や申請手続きの簡素化を図る。なお、申請書提出から開札日までは、配置予定技
術者の変更を可能とする。 (全国統一の取り組み) ※技術指導者についても同様とする。

３.競争参加資格確認申請時の配置予定技術者数について

【現行】 〇配置予定技術者の申請

・配置予定技術者の申請は複数名可能

【見直し】 ○配置予定技術者の申請

・配置予定技術者の申請は１名のみ

・配置予定技術者の変更を開札日まで認める。
（変更する配置予定技術者は、変更前の配置予定技術者と同等以上の技術力が確保されること）

３

※任意着手制度の対象工事においては、配置予定技術者の変更は工事着手日(工期開始日)
の１週間前まで認める。

専任を要しない期間
（専任を要しない期間） （専任期間）

契約工期

必要最低雇用期間：３ヶ月 総合評価手続き
着手準備期間 工事施工期間

入札申し込み

3ヶ月前

入札申し込み

工事着手日

1週間前

工事着手日
工事完了日(完了日届提出日)

監理技術者の変更受付け期間

申請書提出期限 開札日まで

契約日



◆「使用作業船の保有形態」における共同保有の評価は、これまで当該申請者の持ち分
比率に応じて加点していたが、メリハリをつけたきめ細やかな評価を行うため、使用作業
船の保有形態の配点に、当該申請者の持ち分比率を乗じて算出する。

４.企業・技術者評価
(１) 「企業の施工能力」評価【必須項目】の見直し

１）｢使用作業船の保有形態及び環境性能達成状況｣の見直し

４

【現行】

【見直し】

・算出例） 共同保有(持ち分比率30%)の場合 Ⅰ型[施工計画重視型]
1.00点 × 0.30   ＝ 0.30点

・算出例） 共同保有(持ち分比率30%)の場合 Ⅰ型[施工計画重視型]
0.50点 ※共同保有(持ち分比率20%以上50%未満)

・共同保有は持ち分比率に応じて加点

S型
Ⅰ型[施工計画重視型]

Ⅰ型[標準型]
Ⅱ型[標準タイプ]

共同保有(持ち分比率50%以上) (1.00点) (2.00点)

共同保有(持ち分比率20%以上50%未満) (0.50点) (1.00点)
共同保有(持ち分比率20%未満) (0.25点) (0.50点)

・使用作業性の保有形態の配点に当該申請者の持ち分比率を乗じて算出する。

S型
Ⅰ型[施工計画重視型]

Ⅰ型[標準型]
Ⅱ型[標準タイプ]

共同保有(持ち分比率99%） (0.99点) (1.98点)

共同保有(持ち分比率98%） (0.98点) (1.96点)

共同保有(持ち分比率50%） (0.50点) (1.00点)

共同保有(持ち分比率30%） (0.30点) (0.60点)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・



◆建設業就業者の割合として、3人に1人が55歳以上、29歳以下は9人に1人と高齢化が
進行している。また、今後、団塊世代の大量離職による就業者数の不足が見込まれてい
る中、新規入職者の確保・育成が必要なことから、｢若手技術者等の雇用・育成の評価｣
をオプション項目として追加する。

４.企業・技術者評価

【見直し】
｢若手技術者等の雇用・育成｣【オプション項目】の追加（対象はB・C等級向け工事）

（１) 「企業の施工能力」評価【オプション項目】の見直し
１）｢若手技術者等の雇用・育成｣の追加

評価 評価基準 加算点 

A 

平成28年4月1日以降に若手技術者を雇用した場合 
又は、 
当該企業に雇用されていた若手が平成 28 年 4 月 1 日以降に資格（※）を取得した

場合 

2.0 

B 
平成 28 年 4 月 1 日以降に中学校、高校、高専、大学等を卒業した若手の雇用（若

手技術者を除く）。 1.0 

－ 該当なし 0.0 

    ・若手技術者（若手）とは、｢昭和63年4月2日以降に生まれた人｣を対象とする。 
・競争参加企業との直接的な雇用関係にあることを条件とする。 

※資格とは
建設業法に基づく技術検定合格者
【1級又は2級施工管理技士。分野は不問】

〇若手技術者とは
・建設業法第7条3の2項に示す資格保有者
・国土交通省省令で定める学科（高校、高専、大学）の卒業者

〇若手の雇用とは
・若手技術者に該当しない者で、中学校、高校、高専、大学等の卒業者

５



◆若手技術者の技術の習得機会の拡大に向けた取り組みの実施に伴い、従前のオプ
ション項目「配置予定技術者の年齢」を廃止する。

４.企業・技術者評価

【参考】現行の評価内容

【見直し】

（２) 「配置予定技術者等の能力」評価【オプション項目】の見直し
１）「配置予定技術者の年齢」【オプション項目】の対象工事種別の見直し

評価 評価基準 加算点 

A 配置予定技術者の年齢が40歳未満で、かつ、ベテラン技術者を指導員として配置 2.0 
B 配置予定技術者の年齢が40歳未満 1.0 
－ 配置予定技術者の年齢が40歳以上 0.0 

 

６

｢配置予定技術者の年齢｣

廃 止



５.オーバースペック等の理由により評価しない技術提案の見直し

【現行】

【見直し】

７

番号 分類 工種区分 技術テーマ 評価しない提案内容 判定 備考

5 共通 共通
性能・機能

（コンクリート関係）

JIS A 5308に規定する「レディー
ミクストコンクリート配合計画書」
の記載事項及びプラントにおける
品質管理

標準的項目
オーバースペック

コンクリートの強度アップ、セメント種別の変更に関する提案、無
筋コンクリートに混和材料（添加剤、改質剤含む）を添加する提
案は評価しない。また、鉄筋コンクリートに混和材料（添加剤、改
質剤含む）を添加する提案は、現場条件等を考慮して、特に効
果が高いと評価できる場合に評価する。

19 共通 共通
性能・機能

（コンクリート関係）

コンクリート打継ぎ面（目）への止
水材設置、止水剤塗布、打継目
処理剤、打継目接着剤使用

オーバースペック
打継目接着剤を使用する提案は、現場条件等を考慮して、特に
効果が高いと評価できる場合に評価する。

番号 分類 工種区分 技術テーマ 評価しない提案内容 判定 備考

5 共通 共通
性能・機能

（コンクリート関係）

JIS A 5308に規定する「レディー
ミクストコンクリート配合計画書」
の記載事項及びプラントにおける
品質管理

標準的項目
オーバースペック

コンクリートに混和材料を添加する提案、また、コンクリートの強度
アップ、セメント種別の変更に関する提案は評価しない。

19 共通 共通
性能・機能

（コンクリート関係）

コンクリート打継ぎ面（目）への止
水材設置、止水剤塗布、打継目
処理剤、打継目接着剤使用

オーバースペック
 打 継 目 接 着 剤 を 使 用 す る 提 案 は 、 現 場 条 件 等 を 考 慮 し て 、 特 に 効
 果が高いと評価できる場合に評価する。



６.総合評価落札方式の技術提案評価型(Ｓ型)課題提案型の試行について

【見直し】 ○技術提案評価型(Ｓ型)課題提案型の試行

◆企業の技術力を活用する試行工事の実施
・従前の発注者が指定する課題に対して技術提案を求める指定テーマ型にかえて、当該
工事の技術特性や目的物の構造特性を踏まえた課題及び技術提案を競争参加者に自
由に提案させる課題提案型を試行。これにより企業の技術力が発揮され、さらなる品質
向上が期待される。

【現行】 ○技術提案評価型(Ｓ型)標準タイプの例

８

工事目的物の性能、機能に関する事項 性能・機能

環境の維持

交通の確保

特別な安全対策

省資源対策又はリサイクル対策

総合的なコストに関する事項 ライフサイクルコスト

評価項目
評価テーマ

※発注者が指定

（例）○○における○○の品質向上

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

その他評価すべき事項
（任意設定）

・・・・・・・・・・・・・・・

社会的要請に関する事項
（例）○○における一般航行船舶に対する安全対策

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

工事目的物の性能、機能に関する事項 性能・機能

環境の維持

交通の確保

特別な安全対策

省資源対策又はリサイクル対策

総合的なコストに関する事項 ライフサイクルコスト

評価テーマ
※競争参加者が設定

評価項目
（当該工事に該当する評価項目は発注者が指定）

その他評価すべき事項
（任意設定）

社会的要請に関する事項
課題及び評価テーマを競争参加者が記載



６.総合評価落札方式の技術提案評価型(Ｓ型)課題提案型の試行について

【試行】 ○技術提案評価型（Ｓ型）課題提案型の試行の評価

◆技術提案の評価基準について
・技術提案評価型(Ｓ型)課題提案型における技術提案の評価については、従来の技術提
案評価型(Ｓ型)の評価方法による評価点に、競争参加者が設定する課題の評価によって
決定される係数を乗じて、最終評価点とする。

最終評価点 = (従来の技術提案の評価) × (課題の有効性の評価による係数)

【現行（評価例）】 ○技術提案評価型（Ｓ型）標準タイプの評価

評価項目 特に高い ＞ 高い ＞ 限定的
標準案
に近い

標準案と同等

有効性 a b+ b c+ c d －

確実性 a b c

具体性 a b c

技術提案の｢有効性｣、｢確実性｣、｢具体性｣の組み合わせによる最終判定及び評価点

評価項目 特に高い ＞ 高い ＞ 限定的
標準案
に近い

標準案と同等

有効性 a b+ b c+ c d －

確実性 a b c

具体性 a b c

技術提案の｢有効性｣、｢確実性｣、｢具体性｣の組み合わせによる最終判定及び評価点

課題の有効性の評価により設定される係数

最終評価点 = (従来の技術提案の評価点) × (課題の有効性の評価による係数)

９

評価項目 特に高い ＞ 高い ＞ 限定的

課題の有効性 ◎ ○ △

（係数） 1.00 0.75 0.50



６.総合評価落札方式の技術提案評価型(Ｓ型)課題提案型の試行について

【試行】 ○技術提案評価型(Ｓ型)課題提案型の試行の評価

◆技術提案の評価事例

【現行（評価例）】 ○技術提案評価型(Ｓ型)標準タイプの評価

10

技術提案の評価
aba評価（｢有効性｣ a、｢確実性｣ b、｢具体性｣ a）
最終評価点⇒B評価(9.5点)

・評価例

・評価例
技術提案の評価
aba評価（｢有効性｣ a、｢確実性｣ b、｢具体性｣ a）
⇒B評価(9.5点)

課題の有効性の評価
△評価（限定的） 係数 (0.50)

最終評価点⇒aba｢△｣評価(4.75点)  
※B評価(9.5点)×0.5(係数)=4.75点

最終評価点 = (従来の技術提案の評価点) × (課題の有効性の評価による係数)
評価項目 特に高い ＞ 高い ＞ 限定的

課題の有効性 ◎ ○ △

（係数） 1.00 0.75 0.50



平成30年 4月 1日
九州地方整備局 港湾空港部

業務の総合評価落札方式等に係る

評価基準等の一部見直しについて

（平成30年度 4月期）

平成30年4月1日以降の公告案件より適用



見直し
の内容

１．配置予定管理技術者の成績点評価の見直し ・・・・・・・１

２．配置予定管理技術者の表彰の評価の見直し ・・・・・・・２

３．地域貢献度（災害に関する取り組み）の評価の追加 ・・・・・・・３

４．プロポーザル方式の特定テーマ数について（試行） ・・・・・・・４

５．業務における「一括審査方式（試行）」の創設 ・・・・・・・５



１

１．配置予定管理技術者の成績点評価の見直し

◆配置予定管理技術者の成績点は、管理技術者と担当技術者で従事した実績を評価対象として
いたが、担当技術者の成績点が管理技術者の成績点より低い傾向にあることから、原則、管理
技術者の成績点のみで評価する。

ただし、配置予定管理技術者が、担当技術者の成績点しかない場合には、担当技術者の成績
点で評価する。（全国統一）

◆予定管理技術者の成績点の評価方法

【現行】
管理技術者と担当技術者としての実績を評価

※成績点（平均点）＝７７点

【見直し】
管理技術者としての実績のみで評価

※成績点（平均点）＝７９点

業務名
管理技術者
としての実績

担当技術者
としての実績

○○業務 81
●●業務 78
□□業務 79
■■業務 76
△△業務 77
▲▲業務 75

業務名
管理技術者
としての実績

担当技術者
としての実績

○○業務 81
●●業務 78
□□業務 79
■■業務 76
△△業務 77
▲▲業務 75

※なお、予定管理技術者の成績点については、当局算定の成績点（平均点）との確認のため、入札参加者から
対象件数、平均点の提出を求めることとする。（配置予定管理技術者の資格等の様式に記入欄を追加）



２

２．配置予定管理技術者の表彰の評価の見直し

◆配置予定管理技術者の表彰の評価は、優秀技術者表彰の実績のみを評価していたが、表彰者
が少ないことから、優秀技術者表彰に加え、優良業務表彰（企業表彰）の実績も含めて評価する。

ただし、優良業務表彰の実績は、管理技術者として担当した業務に限る。

◆予定管理技術者の表彰の評価方法

【現行】
優秀技術者表彰の実績を評価

【見直し】
優秀技術者表彰または優良業務表彰の実績を評価

判断基準 配点

①優秀技術者表彰の局長表彰の実績あり 10

②優秀技術者表彰の事務所長表彰の実績あり 6

判断基準 配点

①優秀技術者表彰の局長表彰の実績あり 10

②優秀技術者表彰の事務所長表彰の実績あり

　  担当した業務で、優良業務表彰の局長表彰の実績あり

③担当した業務で、優良業務表彰の事務所長表彰の実績あり 4

6



３

３．地域貢献度（災害に関する取り組み）の評価の追加

◆港湾関係の災害協定や防災訓練等の重要性を考慮し、総合評価落札方式の「選定時」にお
いて、企業の災害に関する取り組みを評価する項目を追加する。

１．対象業務
◆測量・調査、建設コンサルタント等の総合評価落札方式（一般競争入札除く）を
適用する業務

２．評価方法
◆選定時において、参加表明者の経験及び能力の項目に、地域貢献度の評価項目を
追加し、管内での災害協定の締結、活動実績又は訓練実績を評価する。

【現行】 【見直し】

40 40% 40 40%

技術登録部門 5 -

業務実績 5 10

業務成績 20 20

優良表彰 10 10

60 60% 60 60%

100 100% 100 100%

測量・調査業
務

10%

30%

10%

30%

参加表明者の経験及び能力

予定技術者の経験及び能力

合　計

評価項目（選定時）
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ等業務

40 40% 40 40%

技術登録部門 3 -

業務実績 5 8

地域貢献度（災害協定等） 2 2

業務成績 20 20

優良表彰 10 10

60 60% 60 60%

100 100% 100 100%

測量・調査業
務

参加表明者の経験及び能力

10% 10%

30% 30%

予定技術者の経験及び能力

合　計

評価項目（選定時）
建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ等業務

①管内での災害協定等(港湾関係)に基づく
前年度又は当該年度における活動実績又は
訓練の実績がある 2点

②管内での災害協定等(港湾関係)を締結している 1点



４

４．プロポーザル方式の特定テーマ数について（試行）

◆プロポーザル方式における特定テーマ数は、これまで全て２テーマとしていたが、測量・調査業務
については、業務内容に応じて１～２テーマを可能とする業務を試行する。

【現行】
◆プロポーザル方式の業務は、全ての業務において、２テーマを設定。

【見直し】
◆プロポーザル方式の業務は、原則、２テーマを設定。
◆ただし、業務内容に応じて、１テーマを設定する業務を試行する。

（例えば、測量・調査等で技術的工夫の余地が比較的少ないもの）

【現行】 【見直し】
配点

5

5

10

5

10

5

5

5

的確性

実現性

的確性

実現性

技術者資格等

業務実績

業務成績点

技術者表彰

配置予定技術者の経
験及び能力

評　価　項　目

25

25

実施方針・実施フロー
・工程表・その他

特定テーマ１特定テーマに対する
技術提案

特定テーマ２

業務理解度

実施手順（実施フロー）

実施手順（工程計画）

その他

配点

5

5

10

5

10

5

5

5

的確性

実現性

技術者資格等

業務実績

業務成績点

技術者表彰

特定テーマに対する
技術提案

特定テーマ１
50

評　価　項　目

実施方針・実施フロー
・工程表・その他

業務理解度

実施手順（実施フロー）

実施手順（工程計画）

その他

配置予定技術者の経
験及び能力



５

５．業務における「一括審査方式(試行)」の創設

◆受発注者双方の入札契約手続きの負担軽減を目的として、同様な業務を複数件発注する場
合に、一括して審査を実施する「一括審査方式（試行）」を創設する。

１．対象業務
◆測量・調査、建設コンサルタント等の総合評価落札方式を適用する業務

２．試行概要
◆複数の業務に参加を希望する場合は、同一の業務実績、配置予定技術者とし、そ
の際は、「参加表明書（表紙）」のみ提出し、それ以外の資料添付を省略するこ
とができる。技術提案書についても同様。
なお、複数の業務を異なる配置予定技術者で申請した場合は「欠格」とする。

◆複数の業務に参加表明書を提出することは可能であるが、落札決定を受けた場合
は、それ以降の業務の入札は「無効」とする。

３．適用条件
◆業務内容が同じで、評価項目が全て同じであること

◆施工場所が近接していること

◆公示、参加表明書の提出期限、入札、開札及び落札決定の日が同じであること

◆求める評価テーマが同じであること（標準型のみ）



６

５．業務における「一括審査方式(試行)」の創設

【一括審査イメージ】 【資料提出イメージ】 ※２業務を一括審査方式で発注の場合

業務

順位

①業務

１番目

②業務

２番目

↓ ↓

評価点順位 評価点順位

Ａ社
落札決定

１位 無効

Ｂ社 未提出
落札決定

１位

C社
２位 ２位

Ｄ社
４位

未提出

Ｅ社
３位 ３位

■２業務に参加を希望する場合

①業務

様式－１ 様式－２ 様式－３ ～ 様式－○

②業務

様式－１ 　　　　①業務と同様である旨を記載

①業務

様式－１ 様式－２ 様式－３ ～ 様式－○

※技術者Ａ

②業務

様式－１ 様式－２ 様式－３ ～ 様式－○

※技術者B

■２業務に別々の資料（配置予定技術者、業務実績等）を提出した場合

    →「欠格」


