
 
令 和 ３ 年 ６ 月 １ ０ 日 

中 部 地 方 整 備 局 

港 湾 空 港 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日 時    令和３年６月２日（水） １３時３０分より１４時３０分まで 

 

２．場 所    中部地方整備局（丸の内庁舎）１階第１会議室（Web形式） 

          （住所；〒460-8517 名古屋市中区丸の内二丁目１番 36号） 

３．議事概要 

         第二部会、第四部会共通 

・ 部会長及び副部会長の選任 

・ 令和３年度（第 2/四半期）の発注予定案件  

第四部会 

・ 業務チャレンジ型（試行）の新設について      

 

４．関係資料  別添のとおり 

 

５．問い合わせ先  

国土交通省中部地方整備局  港湾空港部  品質確保室 

          技術審査官  堀池 昌生（ほりいけ まさたか） 

品質確保室長 森角 信三（もりかく しんぞう） 

          TEL：052-209-6331、FAX：052-209-6333            

以 上 

令和３年度第 1 回総合評価審査委員会 
第二部会・第四部会を開催しました 

中部地方整備局総合評価審査委員会第二部会・第四部会において、令和３年度第２／四半期に発注する 

工事及び業務に関し、技術提案の審査、評価内容等が中立かつ公正なものとなるよう学識経験者等で構成さ

れた中部地方整備局総合評価審査委員会にて審議を行いました。 

また、業務において、令和３年７月１日以降に公告する発注業務より適用する総合評価落札方式を活用した

「業務チャレンジ型」の試行について審議を行いました。 

  審議の内容について、以下のとおり公表いたします。 

 
 
 
 
 
 



令和３年度 第１回 中部地方整備局総合評価審査委員会 

第二部会及び第四部会 議事次第 

 

 

        日時：令和３年６月２日（水）１３：３０～１４：３０ 

        場所：中部地方整備局丸の内庁舎１階第１会議室（Web 会議） 

 

 

次  第 

 

１．開 会 

 

２．中部地方整備局 港湾空港部長 挨拶 

 

３．委員紹介 

 

４．部会長の選出及び副部会長の選任（第二部会及び第四部会） 

 

５. 第二部会 

（１）議 事 

１）令和３年度（第２／四半期）工事の対象案件 

２）令和３年度（第２／四半期）工事の代表事例 

 

（２）報 告 

  １）令和２年度第における総合評価落札方式別実施状況 

  ２）令和２年度第２回議事要旨について 

 

６．第四部会 

（１）議 事 

  １）業務チャレンジ型の新設について 

２）令和３年度（第２／四半期）業務の対象案件 

３）令和３年度（第２／四半期）業務の代表事例 

（２）報 告 

  １）令和２年度における実施状況 

  ２）令和２年度第２回議事要旨について 

  

７．閉 会 



　令和３年度（第２／四半期）工事の発注予定案件 案件数は公告日を基準

第１／四半期予定
審議済み

第２／四半期予定
今回審議案件数

一般競争
（WTO）

1 0

一般競争 2 4

小計 3 4

施工能力評価型（Ⅰ型）
（施工計画重視型）

一般競争 1 0

施工能力評価型（Ⅰ型） 一般競争 5 6

施工能力評価型（Ⅱ型） 一般競争 2 3

11 13

※「施工能力評価型（Ⅰ型・施工計画重視型・チャレンジ型）」

　令和３年度（第２／四半期）業務の発注予定案件 案件数は公告日を基準

第１／四半期予定
審議済み

第２／四半期予定
今回審議案件数

0 0

23 1

34 6

33 6

90 13

0 0

令和３年度（第２／四半期）の発注予定案件審議数

（参考）　価格競争方式　　　　

＜第二部会＞

＜第四部会＞

総合評価落札方式（標準型）

総合評価落札方式（簡易型）

合計

令和３年度

契約方式別

プロポーザル方式（WTO)

プロポーザル方式（簡易公募型）

令和３年度

総合評価種別

技術提案評価型（Ｓ型）

契約方式

合計

※



資格 実績 成績 表彰 実施方針等 技術提案 合計

30%（72点） 36%（88点） 100%(240点)

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 技術提案 合計

25%（80点） 50%（160点） 100%(320点)

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 合計

50%（80点） 100%(160点)

【新設】 　【業務チャレンジ型（試行）】

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 技術提案 合計

34%（72点） 42%（88点） 100%(210点)

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 技術提案 合計

27%（80点） 55%（160点） 100%(290点)

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 合計

62%（80点） 100%(130点)

新

23%（30点） 15%（20点）

総合評価落札方式（簡易型 １：１）　配点割合

25%（40点） 25%（40点）

総合評価落札方式（標準型 １：２）　配点割合

14%（30点） 10%（20点）

総合評価落札方式（簡易型 １：１）　配点割合

総合評価落札方式（標準型 １：３）　配点割合

9%（25点） 9%（25点）

総合評価落札方式（標準型 １：３）　配点割合

10%（30点） 15%（50点）

総合評価落札方式（標準型 １：２）　配点割合

17%（40点） 17%（40点）

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 技術提案 合計

30%（72点） 36%（88点） 100%(240点)

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 技術提案 合計

25%（80点） 50%（160点） 100%(320点)

資格 実績 成績 表彰 実施方針等 合計

50%（80点） 100%(160点)

現行

総合評価落札方式（簡易型 １：１）　配点割合

25%（40点） 25%（40点）

10%（30点） 15%（50点）

17%（40点） 17%（40点）

総合評価落札方式（標準型 １：２）　配点割合

総合評価落札方式（標準型 １：３）　配点割合

◆担い手確保や地域企業の活躍機会、若手や女性の活躍機会の確保のため、配置予定管理技術者の実績・成績・表彰の評価配点割合を

引き下げる業務チャレンジ型（試行）を新設する。

◆総合評価落札方式で実施する測量・調査及び建設コンサルタント等業務において実施予定。

注：業務チャレンジ型においては、「地域精通度」は設定しない。

業務チャレンジ型設定無し

業務チャレンジ型の新設について

＜第四部会＞


未修正（黒字）総合評価 (本省　点数半減) 

				令和３年度 総合評価落札方式  評価項目及び配点・ウェイト レイワ

				評　価　項  目 ヒョウ アタイ コウ								簡易型（ 価格：技術＝１：１）																				標準型（ 価格：技術＝１：２）												標準型（ 価格：技術＝１：３）

												測量・調査（1千万円以下） ソクリョウ チョウサ センマン エン イカ								測量・調査1千万円超／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ センマンエン チョウ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等

												地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし

				入

札

段

階 ダン カイ		予定管理技術者の経験及び能力						８０点				８０点				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点

						技術者資格						20		25%		10		25%		20		25%		10		25%		20		23%		20		17%		15		17%		20		14%		15		10%		10		10%		15		9%

						業務実績（  過去１０年） ネン						20				10				20				10				10				20				15				10				15				10				10

						地域精通度（  過去１０年） ネン										20								20												10												10

						業務成績 （過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも港湾空港関係）） コク オヨ カンケイ						30		25%		30		25%		30		25%		30		25%		15		15%		30		17%		30		17%		15		10%		40		15%		40		15%		20		9%

						優良表彰（  過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10				10				10				10				5				10				10				5				10				10				5

						実施方針・実施フロー等						８０点				８０点				８０点				８０点				８０点				７２点				７２点				７２点				８０点				８０点				８０点

						業務理解度						30		50%		30		50%		20		50%		20		50%		20		62%		18		30%		18		30%		18		34%		20		25%		20		25%		20		27%

						実施手順						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20

						工程表 コウテイヒョウ						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20

						その他（有益な配慮事項）														20				20				20				18				18				18				20				20				20

						評価テーマに対する技術提案																										８８点				８８点				８８点 テン				１６０点				１６０点				１６０点

						テーマ１		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																						22		36%		22		36%		22		42%		20		50%		20		50%		20		55%

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																						22				22				22				20				20				20

								実現性		説得力																						22				22				22				20				20				20

										提案内容の裏付け																						22				22				22				20				20				20

						テーマ２		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																																		20				20				20

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																																		20				20				20

								実現性		説得力																																		20				20				20

										提案内容の裏付け																																		20				20				20

						合    計						１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン

						備    考				★総合評価（１：３）については、全国共通の発注方式による業務（例えば、官民競争入札等監理委員会で了承された業務、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定













（見え消し）総合評価 (本省　点数半減)

				令和３年度 総合評価落札方式  評価項目及び配点・ウェイト レイワ

				評　価　項  目 ヒョウ アタイ コウ								簡易型（ 価格：技術＝１：１）																				標準型（ 価格：技術＝１：２）												標準型（ 価格：技術＝１：３）

												測量・調査（1千万円以下） ソクリョウ チョウサ センマン エン イカ								測量・調査1千万円超／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ センマンエン チョウ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等						【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等

												地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし						地域精通度なし

				入

札

段

階 ダン カイ		予定管理技術者の経験及び能力						８０点				８０点				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点						４８点						100.0%

						技術者資格						20		25%		10		25%		20		25%		10		25%		20		23%		20		17%		15		17%		20		14%		15		10%		10		10%		15		9%				15		8%				8.6%

						業務実績（  過去１０年） ネン						20				10				20				10				10				20				15				10				15				10				10						8

						地域精通度（  過去１０年） ネン										20								20												10												10

						業務成績 （過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも港湾空港関係）） コク オヨ カンケイ						30		25%		30		25%		30		25%		30		25%		15		15%		30		17%		30		17%		15		10%		40		15%		40		15%		20		9%				20		9%				8.6%

						優良表彰（  過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10				10				10				10				5				10				10				5				10				10				5						5

						実施方針・実施フロー等						８０点				８０点				８０点				８０点				８０点				７２点				７２点				７２点				８０点				８０点				８０点						８０点						27.6%

						業務理解度						30		50%		30		50%		20		50%		20		50%		20		62%		18		30%		18		30%		18		34%		20		25%		20		25%		20		28%				20		28%

						実施手順						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20						20

						工程表 コウテイヒョウ						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20						20

						その他（有益な配慮事項）														20				20				20				18				18				18				20				20				20						20

						評価テーマに対する技術提案																										８８点				８８点				８８点 テン				１６０点				１６０点				１６０点						１６０点						55.2%

						テーマ１		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																						22		36%		22		36%		22		42%		20		50%		20		50%		20		55%				20		56%

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																						22				22				22				20				20				20						20

								実現性		説得力																						22				22				22				20				20				20						20

										提案内容の裏付け																						22				22				22				20				20				20						20

						テーマ２		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																																		20				20				20						20

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																																		20				20				20						20

								実現性		説得力																																		20				20				20						20

										提案内容の裏付け																																		20				20				20						20

						合    計						１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン						２８８点 テン

						備    考				★総合評価（１：３）については、全国共通の発注方式による業務（例えば、官民競争入札等監理委員会で了承された業務、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定













ＨＰ用 (本省案 点数半減) 

						業務チャレンジ型の試行について

				現行 ゲンコウ																						新 シン



						総合評価落札方式（標準型：１：２）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ																						総合評価落札方式（標準型 １：２）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ

						資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ										資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

						17%（40点） テン				17%（40点） テン				30%（72点） テン		36%（88点） テン		240点										17%（40点） テン				17%（40点） テン				30%（72点） テン		36%（88点） テン		240



						総合評価落札方式（標準型：１：３）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ																						総合評価落札方式（標準型 １：３）　配点割合 ソウゴウ ヒョウカ ラクサツ ホウシキ ヒョウジュンガタ

						資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ										資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

						10%（30点） テン				15%（50点） テン				25%（80点） テン		50%（160点） テン		320点										10%（30点） テン				15%（50点） テン				25%（80点） テン		50%（160点） テン		320



						総合評価落札方式（簡易型：１：１）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ カンイ ガタ																						総合評価落札方式（簡易型 １：１）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ カンイ ガタ

						資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		合計 ゴウケイ												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		合計 ゴウケイ

						25%（40点） テン				25%（40点） テン				50%（80点） テン		160点												25%（40点） テン				25%（40点） テン				50%（80点） テン		160



																												【新設】 シンセツ		　【業務チャレンジ型（試行）】



																												総合評価落札方式（標準型 １：２）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ

																												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

																												14%（30点） テン				10%（20点） テン				34%（72点） テン		42%（88点） テン		210						14.3%		9.5%		34.3%		41.9%		100%



																												総合評価落札方式（標準型 １：３）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ

																												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

																												9%（25点） テン				9%（25点） テン				27%（80点） テン		55%（160点） テン		290						8.6%		8.6%		27.6%		55.2%		100%



																												総合評価落札方式（簡易型 １：１）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ カンイ ガタ

																												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		合計 ゴウケイ

																												23%（30点） テン				15%（20点） テン				62%（80点） テン		130								23.1%		15.4%		61.5%		100.0%







×（見え消し）総合評価（成績・表彰なし）

				令和３年度 総合評価落札方式  評価項目及び配点・ウェイト レイワ

				評　価　項  目 ヒョウ アタイ コウ								簡易型（ 価格：技術＝１：１）																				標準型（ 価格：技術＝１：２）												標準型（ 価格：技術＝１：３）

												測量・調査（1千万円以下） ソクリョウ チョウサ センマン エン イカ								測量・調査1千万円超／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ センマンエン チョウ ケンセツ トウ								建設コンサルタント等（チャレンジ型） ガタ				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								建設コンサルタント等（チャレンジ型） ガタ				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ

												地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり

				入

札

段

階 ダン カイ		予定管理技術者の経験及び能力						８０点				８０点				８０点				８０点				４０点 テン				８０点				８０点				４０点 テン				８０点				８０点

						技術者資格						20		25%		10		25%		20		25%		10		25%		20		33%		20		17%		15		17%		20		20%		15		10%		10		10%

						業務実績（  過去１０年） ネン						20				10				20				10				20				20				15				20				15				10

						地域精通度（  過去１０年） ネン										20								20												10												10

						業務成績 （過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも港湾空港関係）） コク オヨ カンケイ						30		25%		30		25%		30		25%		30		25%						30		17%		30		17%						40		15%		40		15%

						優良表彰（  過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10				10				10				10								10				10								10				10

						実施方針・実施フロー等						８０点				８０点				８０点				８０点				８０点 テン				７２点				７２点				７２点 テン				８０点				８０点

						業務理解度						30		50%		30		50%		20		50%		20		50%		20		67%		18		30%		18		30%		18		36%		20		25%		20		25%

						実施手順						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20

						工程表 コウテイヒョウ						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20

						その他（有益な配慮事項）														20				20				20				18				18				18				20				20

						評価テーマに対する技術提案																										８８点				８８点				８８点 テン				１６０点				１６０点

						テーマ１		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																						22		36%		22		36%		22		44%		20		50%		20		50%

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																						22				22				22				20				20

								実現性		説得力																						22				22				22				20				20

										提案内容の裏付け																						22				22				22				20				20

						テーマ２		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																																		20				20

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																																		20				20

								実現性		説得力																																		20				20

										提案内容の裏付け																																		20				20

						合    計						１６０点																１２０点 テン				２４０点								２００点 テン				３２０点

						備    考				★総合評価（１：３）については、全国共通の発注方式による業務（例えば、官民競争入札等監理委員会で了承された業務、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定













×ＨＰ用（成績・表彰なし）

				チャレンジ型業務の試行について

				総合評価落札方式で発注する業務 ソウゴウ ヒョウカ ラクサツ ホウシキ ハッチュウ ギョウム																チャレンジ型業務（試行） カタ ギョウム シコウ

				配置予定管理技術者の評価項目 ハイチ ヨテイ カンリ ギジュツシャ ヒョウカ コウモク																配置予定管理技術者の評価項目 ハイチ ヨテイ カンリ ギジュツシャ ヒョウカ コウモク

				技術者資格 ギジュツシャ シカク						設定する セッテイ										技術者資格 ギジュツシャ シカク						設定する セッテイ

				業務実績 ギョウム ジッセキ						設定する セッテイ										業務実績 ギョウム ジッセキ						設定しない セッテイ

				地域精通度 チイキ セイツウ ド						必要に応じて設定する ヒツヨウ オウ セッテイ										地域精通度 チイキ セイツウ ド						設定しない セッテイ

				業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄
（いずれも港湾空港関係） ギョウム セイセキ カコ ネンド ゼン チセイ コク ソウケン オヨ オキナワ コウワン クウコウ カンケイ						設定する セッテイ										業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄
（いずれも港湾空港関係） ギョウム セイセキ カコ ネンド ゼン チセイ コク ソウケン オヨ オキナワ コウワン クウコウ カンケイ						設定しない セッテイ

				優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港関係） ユウリョウ ヒョウショウ カコ ネン ド チュウブ チセイ コウワン クウコウ カンケイ						設定する セッテイ										優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港関係） ユウリョウ ヒョウショウ チュウブ チセイ コウワン クウコウ カンケイ						設定しない セッテイ






未修正（黒字）総合評価 (本省　点数半減) 

				令和３年度 総合評価落札方式  評価項目及び配点・ウェイト レイワ

				評　価　項  目 ヒョウ アタイ コウ								簡易型（ 価格：技術＝１：１）																				標準型（ 価格：技術＝１：２）												標準型（ 価格：技術＝１：３）

												測量・調査（1千万円以下） ソクリョウ チョウサ センマン エン イカ								測量・調査1千万円超／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ センマンエン チョウ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等

												地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし

				入

札

段

階 ダン カイ		予定管理技術者の経験及び能力						８０点				８０点				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点

						技術者資格						20		25%		10		25%		20		25%		10		25%		20		23%		20		17%		15		17%		20		14%		15		10%		10		10%		15		9%

						業務実績（  過去１０年） ネン						20				10				20				10				10				20				15				10				15				10				10

						地域精通度（  過去１０年） ネン										20								20												10												10

						業務成績 （過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも港湾空港関係）） コク オヨ カンケイ						30		25%		30		25%		30		25%		30		25%		15		15%		30		17%		30		17%		15		10%		40		15%		40		15%		20		9%

						優良表彰（  過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10				10				10				10				5				10				10				5				10				10				5

						実施方針・実施フロー等						８０点				８０点				８０点				８０点				８０点				７２点				７２点				７２点				８０点				８０点				８０点

						業務理解度						30		50%		30		50%		20		50%		20		50%		20		62%		18		30%		18		30%		18		34%		20		25%		20		25%		20		27%

						実施手順						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20

						工程表 コウテイヒョウ						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20

						その他（有益な配慮事項）														20				20				20				18				18				18				20				20				20

						評価テーマに対する技術提案																										８８点				８８点				８８点 テン				１６０点				１６０点				１６０点

						テーマ１		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																						22		36%		22		36%		22		42%		20		50%		20		50%		20		55%

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																						22				22				22				20				20				20

								実現性		説得力																						22				22				22				20				20				20

										提案内容の裏付け																						22				22				22				20				20				20

						テーマ２		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																																		20				20				20

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																																		20				20				20

								実現性		説得力																																		20				20				20

										提案内容の裏付け																																		20				20				20

						合    計						１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン

						備    考				★総合評価（１：３）については、全国共通の発注方式による業務（例えば、官民競争入札等監理委員会で了承された業務、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定













（見え消し）総合評価 (本省　点数半減)

				令和３年度 総合評価落札方式  評価項目及び配点・ウェイト レイワ

				評　価　項  目 ヒョウ アタイ コウ								簡易型（ 価格：技術＝１：１）																				標準型（ 価格：技術＝１：２）												標準型（ 価格：技術＝１：３）

												測量・調査（1千万円以下） ソクリョウ チョウサ センマン エン イカ								測量・調査1千万円超／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ センマンエン チョウ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等						【チャレンジ型】
測量・調査／建設コンサルタント等

												地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし						地域精通度なし

				入

札

段

階 ダン カイ		予定管理技術者の経験及び能力						８０点				８０点				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点 テン				８０点				８０点				５０点						４８点						100.0%

						技術者資格						20		25%		10		25%		20		25%		10		25%		20		23%		20		17%		15		17%		20		14%		15		10%		10		10%		15		9%				15		8%				8.6%

						業務実績（  過去１０年） ネン						20				10				20				10				10				20				15				10				15				10				10						8

						地域精通度（  過去１０年） ネン										20								20												10												10

						業務成績 （過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも港湾空港関係）） コク オヨ カンケイ						30		25%		30		25%		30		25%		30		25%		15		15%		30		17%		30		17%		15		10%		40		15%		40		15%		20		9%				20		9%				8.6%

						優良表彰（  過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10				10				10				10				5				10				10				5				10				10				5						5

						実施方針・実施フロー等						８０点				８０点				８０点				８０点				８０点				７２点				７２点				７２点				８０点				８０点				８０点						８０点						27.6%

						業務理解度						30		50%		30		50%		20		50%		20		50%		20		62%		18		30%		18		30%		18		34%		20		25%		20		25%		20		28%				20		28%

						実施手順						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20						20

						工程表 コウテイヒョウ						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20				20						20

						その他（有益な配慮事項）														20				20				20				18				18				18				20				20				20						20

						評価テーマに対する技術提案																										８８点				８８点				８８点 テン				１６０点				１６０点				１６０点						１６０点						55.2%

						テーマ１		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																						22		36%		22		36%		22		42%		20		50%		20		50%		20		55%				20		56%

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																						22				22				22				20				20				20						20

								実現性		説得力																						22				22				22				20				20				20						20

										提案内容の裏付け																						22				22				22				20				20				20						20

						テーマ２		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																																		20				20				20						20

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																																		20				20				20						20

								実現性		説得力																																		20				20				20						20

										提案内容の裏付け																																		20				20				20						20

						合    計						１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン						２８８点 テン

						備    考				★総合評価（１：３）については、全国共通の発注方式による業務（例えば、官民競争入札等監理委員会で了承された業務、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定













ＨＰ用 (本省案 点数半減) 

						業務チャレンジ型の試行について

				現行 ゲンコウ																						新 シン



						総合評価落札方式（標準型 １：２）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ ハイテン ワリアイ																						総合評価落札方式（標準型：１：２）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ

						資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ										資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

						17%（40点） テン				17%（40点） テン				30%（72点） テン		36%（88点） テン		240										17%（40点） テン				17%（40点） テン				30%（72点） テン		36%（88点） テン		240点



						総合評価落札方式（標準型 １：３）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ																						総合評価落札方式（標準型：１：３）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ

						資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ										資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

						10%（30点） テン				15%（50点） テン				25%（80点） テン		50%（160点） テン		320										10%（30点） テン				15%（50点） テン				25%（80点） テン		50%（160点） テン		320点



						総合評価落札方式（簡易型 １：１）　配点割合 ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ カンイ ガタ																						総合評価落札方式（簡易型：１：１）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ カンイ ガタ

						資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		合計 ゴウケイ												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		合計 ゴウケイ

						25%（40点） テン				25%（40点） テン				50%（80点） テン		160												25%（40点） テン				25%（40点） テン				50%（80点） テン		160点



																												【新設】 シンセツ		　【業務チャレンジ型（試行）】



																												総合評価落札方式（標準型：１：２）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ

																												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

																												14%（30点） テン				10%（20点） テン				34%（72点） テン		42%（88点） テン		210点						14.3%		9.5%		34.3%		41.9%		100%



																												総合評価落札方式（標準型：１：３）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ ヒョウジュンガタ

																												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		技術提案 ギジュツ テイアン		合計 ゴウケイ

																												9%（25点） テン				9%（25点） テン				27%（80点） テン		55%（160点） テン		290点						8.6%		8.6%		27.6%		55.2%		100%



																												総合評価落札方式（簡易型：１：１）ウエイト ソウゴウヒョウカラクサツホウシキ カンイ ガタ

																												資格 シカク		実績 ジッセキ		成績 セイセキ		表彰 ヒョウショウ		実施方針等 ジッシ ホウシン トウ		合計 ゴウケイ

																												23%（30点） テン				15%（20点） テン				62%（80点） テン		130点								23.1%		15.4%		61.5%		100.0%







×（見え消し）総合評価（成績・表彰なし）

				令和３年度 総合評価落札方式  評価項目及び配点・ウェイト レイワ

				評　価　項  目 ヒョウ アタイ コウ								簡易型（ 価格：技術＝１：１）																				標準型（ 価格：技術＝１：２）												標準型（ 価格：技術＝１：３）

												測量・調査（1千万円以下） ソクリョウ チョウサ センマン エン イカ								測量・調査1千万円超／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ センマンエン チョウ ケンセツ トウ								建設コンサルタント等（チャレンジ型） ガタ				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ								建設コンサルタント等（チャレンジ型） ガタ				測量・調査／建設コンサルタント等 ソクリョウ チョウサ ケンセツ トウ

												地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり				地域精通度なし				地域精通度なし				地域精通度あり

				入

札

段

階 ダン カイ		予定管理技術者の経験及び能力						８０点				８０点				８０点				８０点				４０点 テン				８０点				８０点				４０点 テン				８０点				８０点

						技術者資格						20		25%		10		25%		20		25%		10		25%		20		33%		20		17%		15		17%		20		20%		15		10%		10		10%

						業務実績（  過去１０年） ネン						20				10				20				10				20				20				15				20				15				10

						地域精通度（  過去１０年） ネン										20								20												10												10

						業務成績 （過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄（いずれも港湾空港関係）） コク オヨ カンケイ						30		25%		30		25%		30		25%		30		25%						30		17%		30		17%						40		15%		40		15%

						優良表彰（  過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10				10				10				10								10				10								10				10

						実施方針・実施フロー等						８０点				８０点				８０点				８０点				８０点 テン				７２点				７２点				７２点 テン				８０点				８０点

						業務理解度						30		50%		30		50%		20		50%		20		50%		20		67%		18		30%		18		30%		18		36%		20		25%		20		25%

						実施手順						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20

						工程表 コウテイヒョウ						25				25				20				20				20				18				18				18				20				20

						その他（有益な配慮事項）														20				20				20				18				18				18				20				20

						評価テーマに対する技術提案																										８８点				８８点				８８点 テン				１６０点				１６０点

						テーマ１		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																						22		36%		22		36%		22		44%		20		50%		20		50%

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																						22				22				22				20				20

								実現性		説得力																						22				22				22				20				20

										提案内容の裏付け																						22				22				22				20				20

						テーマ２		的確性 テキカク セイ		業務目的との整合性 ギョウム モクテキ セイゴウセイ																																		20				20

										着眼点・問題点・解決方法等の論理的整理・業務への有効性																																		20				20

								実現性		説得力																																		20				20

										提案内容の裏付け																																		20				20

						合    計						１６０点																１２０点 テン				２４０点								２００点 テン				３２０点

						備    考				★総合評価（１：３）については、全国共通の発注方式による業務（例えば、官民競争入札等監理委員会で了承された業務、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定













×ＨＰ用（成績・表彰なし）

				チャレンジ型業務の試行について

				総合評価落札方式で発注する業務 ソウゴウ ヒョウカ ラクサツ ホウシキ ハッチュウ ギョウム																チャレンジ型業務（試行） カタ ギョウム シコウ

				配置予定管理技術者の評価項目 ハイチ ヨテイ カンリ ギジュツシャ ヒョウカ コウモク																配置予定管理技術者の評価項目 ハイチ ヨテイ カンリ ギジュツシャ ヒョウカ コウモク

				技術者資格 ギジュツシャ シカク						設定する セッテイ										技術者資格 ギジュツシャ シカク						設定する セッテイ

				業務実績 ギョウム ジッセキ						設定する セッテイ										業務実績 ギョウム ジッセキ						設定しない セッテイ

				地域精通度 チイキ セイツウ ド						必要に応じて設定する ヒツヨウ オウ セッテイ										地域精通度 チイキ セイツウ ド						設定しない セッテイ

				業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄
（いずれも港湾空港関係） ギョウム セイセキ カコ ネンド ゼン チセイ コク ソウケン オヨ オキナワ コウワン クウコウ カンケイ						設定する セッテイ										業務成績（過去３ヶ年度、全地整、国総研及び沖縄
（いずれも港湾空港関係） ギョウム セイセキ カコ ネンド ゼン チセイ コク ソウケン オヨ オキナワ コウワン クウコウ カンケイ						設定しない セッテイ

				優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港関係） ユウリョウ ヒョウショウ カコ ネン ド チュウブ チセイ コウワン クウコウ カンケイ						設定する セッテイ										優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港関係） ユウリョウ ヒョウショウ チュウブ チセイ コウワン クウコウ カンケイ						設定しない セッテイ
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