
令和４年 １月１７日
中部地方整備局 港湾空港部

◆令和４年 ２月 １日以降に公告する業務より適用するものです。

◆個別の業務に適用される評価項目等は、各業務の入札説明書を参照してください。

◆本公表内容は変更する場合がありますので、以下のホームページでご確認願います。

◆問い合わせ窓口

○中部地方整備局港湾空港部：pa.cbr-nyuusatsu@mlit.go.jp（担当：品質確保室）

○本資料に対する質問と回答は、中部地方整備局港湾空港部入札・契約情報ホームページ

（http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/20/21/26/）に掲載します。

令和３年度
総合評価落札方式の評価基準の

見直しについて（業務）



〇簡易型１：１の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型

技術提案等
資格・実績等 成績・表彰 実施方針・実施フロー等

25％(23％） 25％(15％） 50％（62％） 100%
40点（30点) 40点（20点） 80点 160点（130点)

計

技術点

価格点 予定管理技術者の経験及び能力

〇標準型１：２の配点イメージ＊（　）はチャレンジ型

資格・実績等 成績・表彰 実施方針・実施フロー等 評価テーマに対する技術提案

17％（14％） 17％（10％） 30％（34％） 36％（42％） 100%
40点（30点) 40点(20点) 72点 88点 240点(210点)

価格点

技術点

予定管理技術者の経験及び能力 技術提案等
計

◆「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）等において、賃上げを行う企業
から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関
する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して評価点（技術点）の加点を行う。

◆総合評価落札方式で実施する全ての業務において実施。(令和４年２月１日以降の公告案件から適用)

◆賃上げが未実行な者について、財務省主計局法規課から通知された日から１年間、総合評価落札方式によ
る入札に参加する場合、加点する割合よりも大きな割合 (技術点の５％＋１点）の減点を行う。

１．賃上げを実施する企業に対する加点措置について

○加点評価基準
評価項目 評価基準 配点割合

賃上げの実施をした企業等

事業年度または暦年において、対前年度または前年比で給与等受給者
一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明
【大企業】 技術点の５％

以上事業年度または暦年において、対前年度または前年比で給与総額を
1.5％以上増加させる旨、従業員に表明
【中小企業等※】

１

〇標準型１：３の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型

資格・実績等 成績・表彰 実施方針・実施フロー等 評価テーマに対する技術提案

10％(9％） 15％(9％） 25％（27％） 50％（55％） 100%
30点（25点) 50点(25点) 80点 160点 320点(290点)

予定管理技術者の経験及び能力

技術点

価格点
計

技術提案等

技術点（赤枠部分）を、
賃上げを実施する企業に対して、
５％以上を加点する。

※中小企業等とは、法人税法第66条第２項又は第３項に該当する者
のことをいう。ただし、同条第６項に該当するものは除く。


評価方法(ウエイト)

				総合評価落札方式の入札段階における配点ウェイト





				〇標準型１：３の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型 ヒョウジュンガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ				計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ		評価テーマに対する技術提案 ヒョウカ タイ ギジュツ テイアン

						10％(9％）		15％(9％）		25％（27％）		50％（55％）		100%

						30点（25点) テン テン		50点(25点) テン テン		80点 テン		160点 テン		320点(290点) テン テン



				〇標準型１：２の配点イメージ＊（　）はチャレンジ型 ヒョウジュンガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ				計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ		評価テーマに対する技術提案 ヒョウカ タイ ギジュツ テイアン

						17％（14％）		17％（10％）		30％（34％）		36％（42％）		100%

						40点（30点) テン テン		40点(20点) テン テン		72点 テン		88点 テン		240点(210点) テン テン



				〇簡易型１：１の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型 カンイ ガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ		計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ

						25％(23％）		25％(15％）		50％（62％）		100%

						40点（30点) テン テン		40点（20点） テン テン		80点 テン		160点（130点) テン テン






評価方法(ウエイト)

				総合評価落札方式の入札段階における配点ウェイト





				〇標準型１：３の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型 ヒョウジュンガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ				計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ		評価テーマに対する技術提案 ヒョウカ タイ ギジュツ テイアン

						10％(9％）		15％(9％）		25％（27％）		50％（55％）		100%

						30点（25点) テン テン		50点(25点) テン テン		80点 テン		160点 テン		320点(290点) テン テン



				〇標準型１：２の配点イメージ＊（　）はチャレンジ型 ヒョウジュンガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ				計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ		評価テーマに対する技術提案 ヒョウカ タイ ギジュツ テイアン

						17％（14％）		17％（10％）		30％（34％）		36％（42％）		100%

						40点（30点) テン テン		40点(20点) テン テン		72点 テン		88点 テン		240点(210点) テン テン



				〇簡易型１：１の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型 カンイ ガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ		計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ

						25％(23％）		25％(15％）		50％（62％）		100%

						40点（30点) テン テン		40点（20点） テン テン		80点 テン		160点（130点) テン テン






評価方法(ウエイト)

				総合評価落札方式の入札段階における配点ウェイト





				〇標準型１：３の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型 ヒョウジュンガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ				計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ		評価テーマに対する技術提案 ヒョウカ タイ ギジュツ テイアン

						10％(9％）		15％(9％）		25％（27％）		50％（55％）		100%

						30点（25点) テン テン		50点(25点) テン テン		80点 テン		160点 テン		320点(290点) テン テン



				〇標準型１：２の配点イメージ＊（　）はチャレンジ型 ヒョウジュンガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ				計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ		評価テーマに対する技術提案 ヒョウカ タイ ギジュツ テイアン

						17％（14％）		17％（10％）		30％（34％）		36％（42％）		100%

						40点（30点) テン テン		40点(20点) テン テン		72点 テン		88点 テン		240点(210点) テン テン



				〇簡易型１：１の配点イメージ＊（ ）はチャレンジ型 カンイ ガタ ハイテン ガタ

				価格点 カカク テン		技術点 ギジュツテン

						予定管理技術者の経験及び能力 ヨテイ カンリ ギジュツシャ ケイケン オヨ ノウリョク				技術提案等 ギジュツ テイアン トウ		計 ケイ

						資格・実績等 シカク ジッセキ トウ		成績・表彰 セイセキ ヒョウショウ		実施方針・実施フロー等 ジッシ ホウシン ジッシ トウ

						25％(23％）		25％(15％）		50％（62％）		100%

						40点（30点) テン テン		40点（20点） テン テン		80点 テン		160点（130点) テン テン







２．賃上げを実施する企業に対する配点例について
総合評価落札方式（標準型１：３）における入札段階の標準的な配点例 新旧対照

見直し箇所：赤字

２

【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

５０点

15 10 15

15 10 10

10

40 40 20

10 10 5

20 20 20

20 20 20

20 20 20

20 20 20

業務目的との整合性 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

説得力 20 20 20

提案内容の裏付け 20 20 20

業務目的との整合性 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

説得力 20 20 20

提案内容の裏付け 20 20 20

２９０点

評価テーマに対する技術提案

業務理解度

現　　行

合    計

実現性

テーマ２

的確性

実現性

テーマ１

的確性

３２０点

８０点

入

札

段

階

予定管理技術者の経験及び能力

測量・調査／建設コン
サルタント等評　価　項  目

標準型（ 価格：技術＝１：３）

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））

優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港））

技術者資格

業務実績（過去１０年）

地域精通度（過去１０年）

実施手順

工程表

その他（有益な配慮事項）

実施方針・実施フロー等 ８０点

１６０点

【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

５０点

15 10 15

15 10 10

10

40 40 20

10 10 5

20 20 20

20 20 20

20 20 20

20 20 20

業務目的との整合性 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

説得力 20 20 20

提案内容の裏付け 20 20 20

業務目的との整合性 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

説得力 20 20 20

提案内容の裏付け 20 20 20

２９０点

１６点

３０６点

新

的確性

実現性

３２０点合    計

標準型（ 価格：技術＝１：３）

測量・調査／建設コン
サルタント等

予定管理技術者の経験及び能力 ８０点

技術者資格

業務実績（過去１０年）

地域精通度（過去１０年）

評　価　項  目

実施方針・実施フロー等

業務理解度

実施手順

工程表

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））

優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港））

８０点

１７点

入

札

段

階

賃上げを実施する企業に対する加点

総計 ３３７点

テーマ１

的確性

実現性

テーマ２

その他（有益な配慮事項）

評価テーマに対する技術提案 １６０点


（完成）220201総合評価

				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		技術点 ギジュツテン				[DBNum3]160点																[DBNum3]130点				[DBNum3]240点								[DBNum3]210点				[DBNum3]320点								[DBNum3]290点

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						[DBNum3]9点																[DBNum3]7点				[DBNum3]13点								[DBNum3]12点				[DBNum3]17点								[DBNum3]16点

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				[DBNum3]169点																[DBNum3]137点				[DBNum3]253点								[DBNum3]222点				[DBNum3]337点								[DBNum3]306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、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定

								
																５％相当(※）以上を加点→		5.33%				5.11%								5.14%				5.41%								5.04%				5.23%

																										例：８点だと レイ テン

																								8/168＝		4.76%

																										となり５％を下回るから９点の加点↑ シタマワ テン カテン









（見え消し）220201総合評価 

				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		技術点 ギジュツテン				１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						９点 テン																７点 テン				１３点 テン								１２点 テン				１７点 テン								１６点 テン

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				１６９点 テン																１３７点 テン				２５３点 テン								２２２点 テン				３３７点 テン								３０６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（標準テーマ2）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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				５０点				入

札

段

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

						技術者資格						15		10		15						技術者資格						15		10		15

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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						40		40		20						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						40		40		20

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

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

						業務理解度						20		20		20						業務理解度						20		20		20

						実施手順						20		20		20						実施手順						20		20		20

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

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

						評価テーマに対する技術提案						１６０点										評価テーマに対する技術提案						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		20		20		20						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		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										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								実現性		説得力		20		20		20

										提案内容の裏付け		20		20		20										提案内容の裏付け		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						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										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								実現性		説得力		20		20		20

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

						合    計						３２０点				２９０点 テン						合    計						３２０点				２９０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１７点 テン				１６点 テン

																						総計 ソウケイ						３３７点 テン				３０６点 テン











ＨＰ用（標準テーマ１）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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		５０点 テン				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		５０点 テン

						技術者資格						20		15		20						技術者資格						20		15		20

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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		30		15						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		30		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		5						優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10		10		5

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

						業務理解度						18		18		18						業務理解度						18		18		18

						実施手順						18		18		18						実施手順						18		18		18

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

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

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

						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		22		22						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		22		22

										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										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

								実現性		説得力		22		22		22								実現性		説得力		22		22		22

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

						合    計						２４０点				２１０点 テン						合    計						２４０点				２１０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１３点 テン				１２点 テン

																						総計 ソウケイ						２５３点 テン				２２２点 テン

















ＨＰ用（簡易テーマなし）

				現　　行 ゲン ギョウ																				新 シン

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

												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
（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

												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								５０点 テン				入

札

段

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

						技術者資格						20		10		20		10		20						技術者資格						20		10		20		10		20

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

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

						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		30		30		30		15						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		30		30		30		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		5						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

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

						業務理解度						30		30		20		20		20						業務理解度						30		30		20		20		20

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

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

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

						合    計						１６０点								１３０点 テン						合    計						１６０点								１３０点 テン

																										賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						９点 テン								７点 テン

																										総計 ソウケイ						１６９点 テン								１３７点 テン









元データ（完成）210701総合評価 

				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














（完成）220201総合評価

				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		技術点 ギジュツテン				[DBNum3]160点																[DBNum3]130点				[DBNum3]240点								[DBNum3]210点				[DBNum3]320点								[DBNum3]290点

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						[DBNum3]9点																[DBNum3]7点				[DBNum3]13点								[DBNum3]12点				[DBNum3]17点								[DBNum3]16点

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				[DBNum3]169点																[DBNum3]137点				[DBNum3]253点								[DBNum3]222点				[DBNum3]337点								[DBNum3]306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、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定

								
																５％相当(※）以上を加点→		5.33%				5.11%								5.14%				5.41%								5.04%				5.23%

																										例：８点だと レイ テン

																								8/168＝		4.76%

																										となり５％を下回るから９点の加点↑ シタマワ テン カテン









（見え消し）220201総合評価 

				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		技術点 ギジュツテン				１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						９点 テン																７点 テン				１３点 テン								１２点 テン				１７点 テン								１６点 テン

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				１６９点 テン																１３７点 テン				２５３点 テン								２２２点 テン				３３７点 テン								３０６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（標準テーマ2）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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				５０点				入

札

段

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

						技術者資格						15		10		15						技術者資格						15		10		15

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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						40		40		20						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						40		40		20

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

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

						業務理解度						20		20		20						業務理解度						20		20		20

						実施手順						20		20		20						実施手順						20		20		20

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

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

						評価テーマに対する技術提案						１６０点										評価テーマに対する技術提案						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		20		20		20						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		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										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								実現性		説得力		20		20		20

										提案内容の裏付け		20		20		20										提案内容の裏付け		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						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										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								実現性		説得力		20		20		20

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

						合    計						３２０点				２９０点 テン						合    計						３２０点				２９０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１７点 テン				１６点 テン

																						総計 ソウケイ						３３７点 テン				３０６点 テン











ＨＰ用（標準テーマ１）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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		５０点 テン				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		５０点 テン

						技術者資格						20		15		20						技術者資格						20		15		20

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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		30		15						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		30		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		5						優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10		10		5

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

						業務理解度						18		18		18						業務理解度						18		18		18

						実施手順						18		18		18						実施手順						18		18		18

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

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

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

						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		22		22						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		22		22

										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										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

								実現性		説得力		22		22		22								実現性		説得力		22		22		22

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

						合    計						２４０点				２１０点 テン						合    計						２４０点				２１０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１３点 テン				１２点 テン

																						総計 ソウケイ						２５３点 テン				２２２点 テン

















ＨＰ用（簡易テーマなし）

				現　　行 ゲン ギョウ																				新 シン

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

												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
（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

												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								５０点 テン				入

札

段

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

						技術者資格						20		10		20		10		20						技術者資格						20		10		20		10		20

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

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

						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		30		30		30		15						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		30		30		30		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		5						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

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

						業務理解度						30		30		20		20		20						業務理解度						30		30		20		20		20

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

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

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

						合    計						１６０点								１３０点 テン						合    計						１６０点								１３０点 テン

																										賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						９点 テン								７点 テン

																										総計 ソウケイ						１６９点 テン								１３７点 テン









元データ（完成）210701総合評価 

				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















総合評価落札方式（標準型１：２）における入札段階の標準的な配点例 新旧対照
見直し箇所：赤字

２．賃上げを実施する企業に対する配点例について

【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

８０点 ８０点 ５０点

20 15 20

20 15 10

10

30 30 15

10 10 5

７２点 ７２点 ７２点

18 18 18

18 18 18

18 18 18

18 18 18

８８点 ８８点 ８８点

業務目的との整合性 22 22 22
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

説得力 22 22 22

提案内容の裏付け 22 22 22

合    計 ２１０点

入

札

段

階

２４０点

実現性

テーマ１

的確性

評価テーマに対する技術提案

業務理解度

実施手順

工程表

その他（有益な配慮事項）

実施方針・実施フロー等

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））

優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港））

技術者資格

業務実績（過去１０年）

地域精通度（過去１０年）

予定管理技術者の経験及び能力

現　　行

評　価　項  目

標準型（ 価格：技術＝１：２）

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

８０点 ８０点 ５０点

20 15 20

20 15 10

10

30 30 15

10 10 5

７２点 ７２点 ７２点

18 18 18

18 18 18

18 18 18

18 18 18

８８点 ８８点 ８８点

業務目的との整合性 22 22 22
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

説得力 22 22 22

提案内容の裏付け 22 22 22

合    計 ２１０点

１２点

２２２点

的確性

実現性

２４０点

賃上げを実施する企業に対する加点 １３点

総計 ２５３点

新

評　価　項  目

標準型（ 価格：技術＝１：２）

測量・調査／建設コン
サルタント等

予定管理技術者の経験及び能力

入

札

段

階

テーマ１

評価テーマに対する技術提案

業務理解度

実施手順

工程表

その他（有益な配慮事項）

実施方針・実施フロー等

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））

優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港））

技術者資格

業務実績（過去１０年）

地域精通度（過去１０年）

３


（完成）220201総合評価

				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		技術点 ギジュツテン				[DBNum3]160点																[DBNum3]130点				[DBNum3]240点								[DBNum3]210点				[DBNum3]320点								[DBNum3]290点

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						[DBNum3]9点																[DBNum3]7点				[DBNum3]13点								[DBNum3]12点				[DBNum3]17点								[DBNum3]16点

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				[DBNum3]169点																[DBNum3]137点				[DBNum3]253点								[DBNum3]222点				[DBNum3]337点								[DBNum3]306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、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定

								
																５％相当(※）以上を加点→		5.33%				5.11%								5.14%				5.41%								5.04%				5.23%

																										例：８点だと レイ テン

																								8/168＝		4.76%

																										となり５％を下回るから９点の加点↑ シタマワ テン カテン









（見え消し）220201総合評価 

				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		技術点 ギジュツテン				１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						９点 テン																７点 テン				１３点 テン								１２点 テン				１７点 テン								１６点 テン

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				１６９点 テン																１３７点 テン				２５３点 テン								２２２点 テン				３３７点 テン								３０６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（標準テーマ2）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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				５０点				入

札

段

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

						技術者資格						15		10		15						技術者資格						15		10		15

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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						40		40		20						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						40		40		20

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

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

						業務理解度						20		20		20						業務理解度						20		20		20

						実施手順						20		20		20						実施手順						20		20		20

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

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

						評価テーマに対する技術提案						１６０点										評価テーマに対する技術提案						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		20		20		20						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		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										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								実現性		説得力		20		20		20

										提案内容の裏付け		20		20		20										提案内容の裏付け		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						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										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								実現性		説得力		20		20		20

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

						合    計						３２０点				２９０点 テン						合    計						３２０点				２９０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１７点 テン				１６点 テン

																						総計 ソウケイ						３３７点 テン				３０６点 テン











ＨＰ用（標準テーマ１）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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		５０点 テン				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		５０点 テン

						技術者資格						20		15		20						技術者資格						20		15		20

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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		30		15						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		30		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		5						優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10		10		5

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

						業務理解度						18		18		18						業務理解度						18		18		18

						実施手順						18		18		18						実施手順						18		18		18

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

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

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

						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		22		22						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		22		22

										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										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

								実現性		説得力		22		22		22								実現性		説得力		22		22		22

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

						合    計						２４０点				２１０点 テン						合    計						２４０点				２１０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１３点 テン				１２点 テン

																						総計 ソウケイ						２５３点 テン				２２２点 テン

















ＨＰ用（簡易テーマなし）

				現　　行 ゲン ギョウ																				新 シン

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

												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
（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

												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								５０点 テン				入

札

段

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

						技術者資格						20		10		20		10		20						技術者資格						20		10		20		10		20

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

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

						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		30		30		30		15						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		30		30		30		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		5						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

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

						業務理解度						30		30		20		20		20						業務理解度						30		30		20		20		20

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

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

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

						合    計						１６０点								１３０点 テン						合    計						１６０点								１３０点 テン

																										賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						９点 テン								７点 テン

																										総計 ソウケイ						１６９点 テン								１３７点 テン









元データ（完成）210701総合評価 

				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














（完成）220201総合評価

				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		技術点 ギジュツテン				[DBNum3]160点																[DBNum3]130点				[DBNum3]240点								[DBNum3]210点				[DBNum3]320点								[DBNum3]290点

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						[DBNum3]9点																[DBNum3]7点				[DBNum3]13点								[DBNum3]12点				[DBNum3]17点								[DBNum3]16点

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				[DBNum3]169点																[DBNum3]137点				[DBNum3]253点								[DBNum3]222点				[DBNum3]337点								[DBNum3]306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、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定

								
																５％相当(※）以上を加点→		5.33%				5.11%								5.14%				5.41%								5.04%				5.23%

																										例：８点だと レイ テン

																								8/168＝		4.76%

																										となり５％を下回るから９点の加点↑ シタマワ テン カテン









（見え消し）220201総合評価 

				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		技術点 ギジュツテン				１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						９点 テン																７点 テン				１３点 テン								１２点 テン				１７点 テン								１６点 テン

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				１６９点 テン																１３７点 テン				２５３点 テン								２２２点 テン				３３７点 テン								３０６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（標準テーマ2）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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				５０点				入

札

段

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

						技術者資格						15		10		15						技術者資格						15		10		15

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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						40		40		20						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						40		40		20

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

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

						業務理解度						20		20		20						業務理解度						20		20		20

						実施手順						20		20		20						実施手順						20		20		20

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

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

						評価テーマに対する技術提案						１６０点										評価テーマに対する技術提案						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		20		20		20						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		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										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								実現性		説得力		20		20		20

										提案内容の裏付け		20		20		20										提案内容の裏付け		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						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										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								実現性		説得力		20		20		20

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

						合    計						３２０点				２９０点 テン						合    計						３２０点				２９０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１７点 テン				１６点 テン

																						総計 ソウケイ						３３７点 テン				３０６点 テン











ＨＰ用（標準テーマ１）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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		５０点 テン				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		５０点 テン

						技術者資格						20		15		20						技術者資格						20		15		20

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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		30		15						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		30		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		5						優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10		10		5

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

						業務理解度						18		18		18						業務理解度						18		18		18

						実施手順						18		18		18						実施手順						18		18		18

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

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

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

						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		22		22						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		22		22

										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										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

								実現性		説得力		22		22		22								実現性		説得力		22		22		22

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

						合    計						２４０点				２１０点 テン						合    計						２４０点				２１０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１３点 テン				１２点 テン

																						総計 ソウケイ						２５３点 テン				２２２点 テン

















ＨＰ用（簡易テーマなし）

				現　　行 ゲン ギョウ																				新 シン

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

												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
（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

												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								５０点 テン				入

札

段

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

						技術者資格						20		10		20		10		20						技術者資格						20		10		20		10		20

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

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

						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		30		30		30		15						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		30		30		30		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		5						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

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

						業務理解度						30		30		20		20		20						業務理解度						30		30		20		20		20

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

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

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

						合    計						１６０点								１３０点 テン						合    計						１６０点								１３０点 テン

																										賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						９点 テン								７点 テン

																										総計 ソウケイ						１６９点 テン								１３７点 テン









元データ（完成）210701総合評価 

				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















総合評価落札方式（簡易型１：１）における入札段階の標準的な配点例 新旧対照
見直し箇所：赤字

４

２．賃上げを実施する企業に対する配点例について

【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

５０点

20 10 20 10 20

20 10 20 10 10

20 20

30 30 30 30 15

10 10 10 10 5

８０点

30 30 20 20 20

25 25 20 20 20

25 25 20 20 20

20 20 20

１３０点

現　　行

８０点

８０点

入

札

段

階

１６０点合    計

業務理解度

実施手順

工程表

その他（有益な配慮事項）

実施方針・実施フロー等

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））

優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港））

技術者資格

業務実績（過去１０年）

地域精通度（過去１０年）

予定管理技術者の経験及び能力

評　価　項  目

簡易型（ 価格：技術＝１：１）

測量・調査
（1千万円以下）

測量・調査1千万円超
／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

５０点

20 10 20 10 20

20 10 20 10 10

20 20

30 30 30 30 15

10 10 10 10 5

８０点

30 30 20 20 20

25 25 20 20 20

25 25 20 20 20

20 20 20

１３０点

７点

１３７点

簡易型（ 価格：技術＝１：１）

測量・調査
（1千万円以下）

測量・調査1千万円超
／建設コンサルタント

等

予定管理技術者の経験及び能力

技術者資格

賃上げを実施する企業に対する加点

総計

９点

１６９点

実施手順

工程表

その他（有益な配慮事項）

合    計 １６０点

新

８０点

８０点

入

札

段

階

業務実績（過去１０年）

地域精通度（過去１０年）

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））

優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港））

実施方針・実施フロー等

業務理解度

評　価　項  目


（完成）220201総合評価

				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		技術点 ギジュツテン				[DBNum3]160点																[DBNum3]130点				[DBNum3]240点								[DBNum3]210点				[DBNum3]320点								[DBNum3]290点

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						[DBNum3]9点																[DBNum3]7点				[DBNum3]13点								[DBNum3]12点				[DBNum3]17点								[DBNum3]16点

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				[DBNum3]169点																[DBNum3]137点				[DBNum3]253点								[DBNum3]222点				[DBNum3]337点								[DBNum3]306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、気象海象情報の予測情報等提供業務など）を想定

								
																５％相当(※）以上を加点→		5.33%				5.11%								5.14%				5.41%								5.04%				5.23%

																										例：８点だと レイ テン

																								8/168＝		4.76%

																										となり５％を下回るから９点の加点↑ シタマワ テン カテン









（見え消し）220201総合評価 

				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		技術点 ギジュツテン				１６０点																１３０点 テン				２４０点								２１０点 テン				３２０点								２９０点 テン

						賃上げを実施する企業に対する加点（技術点の５％以上）						９点 テン																７点 テン				１３点 テン								１２点 テン				１７点 テン								１６点 テン

						総計 ソウケイ		技術点＋加点 ギジュツテン カテン				１６９点 テン																１３７点 テン				２５３点 テン								２２２点 テン				３３７点 テン								３０６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（標準テーマ2）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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				５０点				入

札

段

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

						技術者資格						15		10		15						技術者資格						15		10		15

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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						40		40		20						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						40		40		20

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

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

						業務理解度						20		20		20						業務理解度						20		20		20

						実施手順						20		20		20						実施手順						20		20		20

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

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

						評価テーマに対する技術提案						１６０点										評価テーマに対する技術提案						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		20		20		20						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		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										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								実現性		説得力		20		20		20

										提案内容の裏付け		20		20		20										提案内容の裏付け		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						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										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								実現性		説得力		20		20		20

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

						合    計						３２０点				２９０点 テン						合    計						３２０点				２９０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１７点 テン				１６点 テン

																						総計 ソウケイ						３３７点 テン				３０６点 テン











ＨＰ用（標準テーマ１）

				現　　行 ゲン ギョウ																新 シン

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

												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		５０点 テン				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		５０点 テン

						技術者資格						20		15		20						技術者資格						20		15		20

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

						地域精通度（過去１０年） ネン								10								地域精通度（過去１０年） ネン								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		30		15						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		30		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		5						優良表彰（過去３ヶ年度、中部地整（港湾空港）） チュウブ						10		10		5

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

						業務理解度						18		18		18						業務理解度						18		18		18

						実施手順						18		18		18						実施手順						18		18		18

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

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

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

						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		22		22						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		22		22

										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										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

								実現性		説得力		22		22		22								実現性		説得力		22		22		22

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

						合    計						２４０点				２１０点 テン						合    計						２４０点				２１０点 テン

																						賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						１３点 テン				１２点 テン

																						総計 ソウケイ						２５３点 テン				２２２点 テン

















ＨＰ用（簡易テーマなし）

				現　　行 ゲン ギョウ																				新 シン

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

												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
（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

												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								５０点 テン				入

札

段

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

						技術者資格						20		10		20		10		20						技術者資格						20		10		20		10		20

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

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

						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		30		30		30		15						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		30		30		30		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		5						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

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

						業務理解度						30		30		20		20		20						業務理解度						30		30		20		20		20

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

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

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

						合    計						１６０点								１３０点 テン						合    計						１６０点								１３０点 テン

																										賃上げを実施する企業に対する加点 チンア ジッシ キギョウ タイ カテン						９点 テン								７点 テン

																										総計 ソウケイ						１６９点 テン								１３７点 テン









元データ（完成）210701総合評価 

				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
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