
   

総合評価方式の改正概要について（案） 

令和 2 年 3 月 福島県入札監理課 

 

 

 

  地元企業の受注機会確保の観点から、地元への地域貢献をより適切に評価するため、下記

のとおり見直します。    

（１）（１）（１）（１）「「「「入札参加者の所在地入札参加者の所在地入札参加者の所在地入札参加者の所在地」」」」の配点の配点の配点の配点等の等の等の等の見直し見直し見直し見直し    ※全類型共通※全類型共通※全類型共通※全類型共通    

 地元の本店及び準本店企業については、地域インフラの維持管理や災害時の初動対応

等の貢献が将来に渡り期待できることから、令和元年度より「入札参加者の所在地」の

配点を高くしておりますが、本店及び準本店の地域貢献をより高く評価するため、準本

店の定義を見直すとともに、配点を下記のとおり見直します。 

※支店等：県内に本店を有する企業の支店・営業所。 

 

    改正後改正後改正後改正後（令和 2 年 4 月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

 

準

本

店

の

定

義 

次に該当する支店・営業所（以下、

支店等という。）は、準本店として本店

と同等に評価する。 

       - 

 

○ 地域要件ごとの評価対象地域にお

いて、過去３年以内に除雪・維持補

修業務の履行実績がある支店等※。 

次のいずれかに該当する支店・営業所

（以下、支店等という。）は、準本店とし

て本店と同等に評価する。 

① 当該土木事務所管内の災害時応援協定

実施体制に組み込まれている支店等。 

② 当該土木事務所管内において、過去 

３年以内に除雪・維持補修業務等の 

履行実績がある支店等※。 

「入札参加者の所在地」 改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

 地域要件 上位点 中位点 下位点 上位点 中位点 下位点 

対

象

範

囲 

管内 

同一市町村

内    

同一土木 

事務所管内    

－ 

同一市町村

内 

同一土木 

事務所管内 

－ 

隣接３管内 

同一建設 

事務所管内 

同一建設 

事務所管内 

県内 

全国 県内 県内 

配 

点 

標準型 

簡易型 

特別簡易型 

復旧型 

本店・ 

準本店 

4.04.04.04.0 点点点点    2.5 点 1.0 点 3.5 点 2.5 点 1.0 点 

支店等 3.0 点 1.51.51.51.5 点点点点    0.5 点 3.0 点 2.0 点 0.5 点 

地域密着型 

本店・ 

準本店 

5.5 点 2222.5.5.5.5 点点点点    - 5.5 点 4.5 点 - 

支店等 3.03.03.03.0 点点点点    1.51.51.51.5 点点点点    - 5.0 点 4.0 点 - 

別紙２ 

１１１１    地元地元地元地元企業の受注機会の確保企業の受注機会の確保企業の受注機会の確保企業の受注機会の確保にににについてついてついてついて    【工事関係】【工事関係】【工事関係】【工事関係】    

1



   

（２（２（２（２））））「災害時出動実績」及び「災害応援協定締結」「災害時出動実績」及び「災害応援協定締結」「災害時出動実績」及び「災害応援協定締結」「災害時出動実績」及び「災害応援協定締結」の配点の配点の配点の配点等の等の等の等の見直し見直し見直し見直し    ※全類型共通※全類型共通※全類型共通※全類型共通    

災害時の初動対応による地域貢献を適切に評価するため、下記のとおり３段階で評価

します。 

なお、「災害応援協定締結」については、入札参加者が本店・準本店の場合のみ対象

とするとともに、県のほかに国・市町村の実績も対象とします。 

 

（３（３（３（３））））「除雪・維持補修業務の実績」「除雪・維持補修業務の実績」「除雪・維持補修業務の実績」「除雪・維持補修業務の実績」の配点の配点の配点の配点等の等の等の等の見直し見直し見直し見直し    ※全類型共通※全類型共通※全類型共通※全類型共通    

除雪・維持補修業務による地域貢献を適切に評価するため、業務実績の対象を、県の

ほかに国・市町村の実績も対象とするとともに、下記のとおり見直します。 

 

 

 

 

 

 

改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

標準型、簡易型 

特別簡易型、復旧型、 

復興型、地域密着型 

標準型、簡易型 

特別簡易型、復旧型、

復興型、地域密着型 

上位点 

「災害時出動実績」かつ「災害応援協定締結」

の実績がある場合 

「災害時出動実績」又は「災害応援協定

締結」の実績がある場合 

3333.0.0.0.0 点点点点    1.51.51.51.5 点点点点    2.5 点 1.25 点 

中位点 

「災害時出動実績」がある場合 

- - 

2222.5.5.5.5 点点点点    1111....25252525 点点点点    

下位点 

「災害応援協定締結」がある場合 

- - 

1.51.51.51.5 点点点点    0.750.750.750.75 点点点点    

 

改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

標準型、簡易型 

特別簡易型、復旧型、 

復興型、地域密着型 

標準型、簡易型 

特別簡易型、復旧型、 

復興型、地域密着型 

上 

位 

点 

① 直前の 5 年度間連続して除雪と維持補修業

務の両方の実績あり 

②  又は 5 年度以内に福島県道路除雪表彰事業

で企業として感謝状を受けた実績あり 

① 直前の5年度間連続して除雪業務の実績

あり 

② 又は 5年度以内に福島県道路除雪表彰事

業で企業として感謝状を受けた実績あり 

3.0 点 1.5 点 3.0 点 1.5 点 

下 

位 

点 

過去 3年以内に除雪 

又は維持補修の実績あり 

過去 3年以内に除雪 

又は維持補修の実績あり 

1.51.51.51.5 点点点点    0.0.0.0.77775555 点点点点    2.5 点 1.25 点 
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（（（（４４４４））））地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型の対象の対象の対象の対象発注種別発注種別発注種別発注種別等等等等のののの見直し見直し見直し見直し    

   地元への地域貢献が大きい建築系発注種別を追加するとともに、本店・準本店に該当

する入札参加者を高く評価します。    

    

 

 

  国や県の重要施策の推進の観点から、下記５項目を追加するとともに、「企業の地域社会

に対する貢献度」の配点を一部見直します。 

（１）（１）（１）（１）企業の技術力企業の技術力企業の技術力企業の技術力「「「「週休２日確保工事週休２日確保工事週休２日確保工事週休２日確保工事」」」」【工事【工事【工事【工事関係関係関係関係】】】】    

    建設業界の働き方改革推進の観点から、県発注の過去１年以内に完成した工事におい

て週休２日確保工事実施証明書がある場合に評価します。 

（（（（２２２２））））企業の技術力企業の技術力企業の技術力企業の技術力「「「「ＩＣＴ活用工事ＩＣＴ活用工事ＩＣＴ活用工事ＩＣＴ活用工事」」」」【工事【工事【工事【工事関係関係関係関係】】】】    

    建設現場の生産性向上の観点から、県発注の過去１年以内に完成した工事においてＩ

ＣＴ活用工事実施証明書がある場合に評価します。 

（（（（３３３３））））企業企業企業企業のののの技術力技術力技術力技術力「「「「建設建設建設建設キャリアアップキャリアアップキャリアアップキャリアアップシステムシステムシステムシステム」」」」【工事関係】【工事関係】【工事関係】【工事関係】    

    技能者の適切な評価や処遇改善、現場管理の効率化を推進する観点から、建設キャリ

アアップシステムに企業が登録し、当該現場で運用する場合に評価します。 

（（（（４４４４））））企業企業企業企業のののの技術力技術力技術力技術力「「「「ふくしまふくしまふくしまふくしまＭＥＭＥＭＥＭＥ資格保有資格保有資格保有資格保有」」」」【工事関係【工事関係【工事関係【工事関係、、、、委託業務関係委託業務関係委託業務関係委託業務関係】】】】    

    地域のインフラを守る技術者の確保・育成の観点から、ふくしまＭＥ（メンテナンス

エキスパート）の認定を受けた技術者が１名以上いる場合に評価します。 

（（（（５５５５））））企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度「「「「健康経営優良事業所健康経営優良事業所健康経営優良事業所健康経営優良事業所」」」」【工事関係【工事関係【工事関係【工事関係、、、、委託業務関係委託業務関係委託業務関係委託業務関係】】】】    

    健康経営に積極的に取り組む企業を広げることを目的としたふくしま健康経営優良

事業所認定制度における、ふくしま健康経営優良事業所の認定を受けている場合に評価

します。 

    改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

 

 

対象発注種別 

・一般土木工事 

・舗装工事 

・建築工事 

・電気設備工事 

・暖冷房衛生設備工事 

・一般土木工事 

・舗装工事 

「ボランティア

活動」及び「選

択項目」が評価

対象となる入札

参加者 

同一土木事務所管内の本店・

準本店に該当する入札参加者の

みを評価対象とする。 

同一土木事務所管内の入札参加

者のみを評価対象とする。 

２２２２    重要重要重要重要施策推進に係る評価項目施策推進に係る評価項目施策推進に係る評価項目施策推進に係る評価項目にににについてついてついてついて【工事関係【工事関係【工事関係【工事関係、、、、委託業務関係委託業務関係委託業務関係委託業務関係】】】】    
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＜工事＞ 

 ※「ICT 活用工事」と「ふくしま ME 資格保有」は、発注種別が一般土木工事と舗装工 

事の場合に対象。 

 

＜委託業務＞ 

   

 

 

簡易型提案型については、「業務実施手順」の提案内容に重きをおいて評価しておりま

すが、配点が他の評価項目に比べ相対的に低い傾向にあるため、下記のとおり見直します。 

 

 

改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

標準型 

簡易型 

特別 

簡易型 

地域 

密着型 

標準型 

簡易型 

特別 

簡易型 

地域 

密着型 

企業の技術力       

・週休２日確保工事 0.250.250.250.25 点点点点    - - ‐ - - 

・ＩＣＴ活用工事 ※ 0.250.250.250.25 点点点点    - - ‐ - - 

・建設キャリアアップシステム 0.250.250.250.25 点点点点    0.250.250.250.25 点点点点    - ‐ - - 

・ふくしまＭＥ資格保有 ※ 0.250.250.250.25 点点点点    - - ‐ - - 

企業の地域社会に対する貢献度       

・新分野進出 0.50.50.50.5 点点点点    - - 1.0 点 - - 

・健康経営優良事業所 0.50.50.50.5 点点点点    - -  - - 

 

改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

標準型 

簡易型 

提案型 

簡易型 

技術者型 

標準型 

簡易型 

提案型 

簡易型 

技術者型 

企業の技術力       

・ふくしまＭＥ資格保有 0.50.50.50.5 点点点点    0.50.50.50.5 点点点点    0.50.50.50.5 点点点点    ‐ - - 

企業の地域社会に対する貢献度       

・健康経営優良事業所 0.50.50.50.5 点点点点    0.50.50.50.5 点点点点    0.50.50.50.5 点点点点    - - - 

 

改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

標準型 

簡易型 

提案型 

簡易型 

技術者型 

標準型 

簡易型 

提案型 

簡易型 

技術者型 

配置予定技術者       

・資格の保有 2.0 点 1.01.01.01.0 点点点点    4.0 点 2.0 点 2.0 点 4.0 点 

・同種・類似業務実績 2.0 点 1.01.01.01.0 点点点点    4.0 点 2.0 点 2.0 点 4.0 点 

業務実施手順 1.0 点 6.06.06.06.0 点点点点    - 1.0 点 4.0 点 - 

３３３３    簡易型簡易型簡易型簡易型提案提案提案提案型型型型のののの配点配点配点配点にににについてついてついてついて    【【【【委託委託委託委託業務業務業務業務関係】関係】関係】関係】    
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委託業務におけるダンピング対策を強化するため、工事と同様に評価項目「品質「品質「品質「品質確保確保確保確保等等等等

のののの確実確実確実確実性性性性」」」」を新設します。 

 

 

 

入札参加者の記載ミス防止を目的に、令和元年度から特別簡易型等を対象に、自己採点

可能な様式を導入しておりますが、標準型・簡易型にも導入します。併せて、全ての類型

において記載内容の簡略化を図ります。 

 

 

 

令和２年４月１日以降に入札公告する案件から適用します。 

 品質確保品質確保品質確保品質確保等等等等のののの確実確実確実確実性性性性（令和 2年 4月以降） 

1)評価対象    低入札調査基準価格以上で応札した者 

2)配点 ７点（全ての類型） 

 改正後改正後改正後改正後（令和 2年 4月以降） 現行現行現行現行（令和 2年 3月まで） 

1)自己採点方式

の対象類型    

標準型、簡易型、 

特別簡易型、復旧型、復興型、 

地域密着型 

- 

特別簡易型、復旧型、復興型、 

地域密着型 

2)対象様式    

＜標準型・簡易型＞ 

様式第６号、７号、８号、 

＜特別簡易型・復旧型・復興型＞ 

様式第１１号－１ 

＜地域密着型＞ 

様式第１１号－２ 

- 

 

＜特別簡易型・復旧型・復興型＞ 

様式第１１号 

＜地域密着型＞ 

様式第１１号 

3)自己採点方式

の概要 

施工能力及び工事成績の評価項目

以外は、基本的に選択方式（excel

のプルダウン）とする。 

- 

① 様式（excel 様式）に、現行どおりに施工実績等の必要事項を記載

すれば、加算点及び合計点が表示される。 

② 必要事項の記載が不十分な場合、加算点が表示されない。 

③ 提出された様式について、発注機関で確認を行い、同種・類似工事

の実績が評価基準に満たない場合は、加算点を修正する。 

④ 落札候補者決定後の事後確認については、現行どおり。 

６６６６    適用適用適用適用年月日年月日年月日年月日【工事【工事【工事【工事関係関係関係関係、委託、委託、委託、委託業務業務業務業務関係】関係】関係】関係】    

５５５５    提出提出提出提出様式様式様式様式の見直しについての見直しについての見直しについての見直しについて    【【【【工事工事工事工事関係】関係】関係】関係】    

４４４４    評価評価評価評価項目項目項目項目「品質確保等の「品質確保等の「品質確保等の「品質確保等の確実確実確実確実性」の新設に性」の新設に性」の新設に性」の新設についてついてついてついて    【【【【委託委託委託委託業務業務業務業務関係】関係】関係】関係】    
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4.54.54.54.5 (5.0)(5.0)(5.0)(5.0) 4.54.54.54.5 (5.0)(5.0)(5.0)(5.0)

同種類似工事の実績

過去5年以内の実績

過去5年より前で10年以内

過去10年より前で15年以内

80点以上

75点以上　80点未満

該当部門の表彰実績

ISO9001認証取得

配置可能技術者

過去１年以内の福島県の週休２日確保工事実

施証明書がある場合

過去１年以内の福島県のICT活用工事実施証

明書がある場合

建設キャリアアップシステムに企業が登録し、

当該現場で運用する場合

ふくしまＭＥの認定を受けた技術者が１名以上

いる場合

指定した資格保有

同種類似工事の実績

該当部門の表彰実績

20.020.020.020.0 (20.5)(20.5)(20.5)(20.5) 20.020.020.020.0 (20.5)(20.5)(20.5)(20.5) 8.758.758.758.75 (9.0)(9.0)(9.0)(9.0) 11.0011.0011.0011.00 (11.25)(11.25)(11.25)(11.25)

下請、資材の活用

法定雇用達成等

安全管理表彰受賞

ISO14001認証取得

認証取得

認証取得

ふくしま健康経営優良事業所の認証を受けて

いる場合

過去3年以内に3件以上

過去3年以内に2件

過去10年以内に1件

本店 支店等 本店 支店等 本店 支店等 本店 支店等

同一市町村※1 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.5 3.0

同一土木管内※2 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5

同一建設管内又は県内※3 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 － －

上位点 同一土木管内

下位点 同一建設管内又は県内※3

5.5 (6.0) 5.5 (6.0) 2.75 (3.00) 2.75 3.00 選択項目①（4項目のうち２項目を選択）

上位点

「災害時出動実績」かつ「災害応援協

定締結」あり。

中位点 「災害時出動実績」あり。

下位点 「災害応援協定締結」あり。

上位点 2名以上又は被災者を雇用

下位点 1名

上位点 増加又は被災企業を下請

下位点 同数

上位点

直前の5年度間連続して除雪と維持補

修業務の両方の実績あり。

又は5年度以内に福島県道路除雪表

彰事業で企業として感謝状を受けた場

合。（対象は、国・県・市町村の実績）

【見直し】

・除雪・維持補修業務の評価基準と配点を見

直し。

下位点

3年以内に除雪又は維持補修の実績

あり。（対象は、国・県・市町村の実績）

28.0028.0028.0028.00 (29.00)(29.00)(29.00)(29.00) 28.0028.0028.0028.00 (29.00)(29.00)(29.00)(29.00) 13.513.513.513.5 (13.75)(13.75)(13.75)(13.75) 15.515.515.515.5 (15.75)(15.75)(15.75)(15.75)

20202020 40404040

65.065.065.065.0 85.085.085.085.0

(66.0)(66.0)(66.0)(66.0) (86.0)(86.0)(86.0)(86.0)

総合評価方式（工事）の評価項目及び配点の見直し（案）

評　価　項　目

配　　　点　※復旧型及び復興型は、特別簡易型と同じ配点

備　　　考

標準型 簡易型 特別簡易型 地域密着型

1.0 1.0

2.0 2.0

1.5 1.5

企業の技術力企業の技術力企業の技術力企業の技術力 3.753.753.753.75 3.53.53.53.5

施工能力

－ － 0.5 0.5

工事成績　　　　※標準型、簡易型：同種類似工事の成績、特別簡易型：同一発注種別工事の直近の成績

1.0 1.0 1.5 1.5

－ － 1.0 1.0

優良工事（過去10年度以内の実績） 1.0 1.0 － －

品質管理 0.5 0.5 － －

技術者確保数（技能士の活用（技能士職種ごと）） 0.5 0.5 － －

週休２日確保工事 0.25 0.25 － －

ＩＣＴ活用工事　※一般土木工事と舗装工事のみ対象 0.25 0.25 － －

建設キャリアアップシステム 0.25 0.25 0.25 －

ふくしまＭＥ資格保有　※一般土木工事と舗装工事のみ対象 0.25 0.25 － －

配置予定技術者の技術力配置予定技術者の技術力配置予定技術者の技術力配置予定技術者の技術力 3.53.53.53.5 3.53.53.53.5 1.01.01.01.0 1.01.01.01.0

資格保有（継続教育） 0.5 0.5 － －

優良工事 1.0 1.0 － －

企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度

施工能力（過去10年以内の実績） 1.0 1.0 0.5 0.5

工事成績（過去4年以内の実績） 1.0 1.0 0.5 0.5

県内業者活用 1.5 1.5 － －

障がい者雇用 0.5 0.5 － －

安全管理 0.5 0.5 － －

環境配慮 0.5 0.5 － －

働く女性応援 0.5 0.5 － －

仕事と生活の調和 0.5 0.5 － －

新分野進出 0.5 0.5 － －

健康経営優良事業所 0.5 0.5 － －

同一市町村内工事実績

一般土木工事

又は舗装工事

2.5 2.5 1.0 1.0

入札参加者の所在地

【見直し】

・本店と支店等の配点見直し。

・準本店の定義は、当該土木事務所管内にお

いて過去３年以内に除雪・維持補修業務等の

履行実績がある支店等のみとする。

ボランティア活動（過去3年間以上継続した実績） 2.0 2.0 0.50 1.25

1.5 1.5 0.5 0.5

その他の発注種別 2.5 2.5 1.0 －

選択項目

災害時出動実績又は災害応援協定締結

消防団加入(1名以上)

1.0 1.0 0.50 0.50

【見直し】

・「災害応援協定締結」は、入札参加者が本

店・準本店の場合のみ対象とする。

2.5 2.5 1.25 1.25

1.5

0.5 0.5 0.25 0.25

新卒・離職者の雇用実績

3.0 3.0 1.50 1.50

2.5 2.5 1.25 1.25

1.5 1.5 0.75 0.75

1.5 0.75 0.75

雇用の維持・確保
【見直し】

・地域密着型の場合、「ボランティア活動」及び

「選択項目」は、同一土木事務所管内の本店・

準本店のみを評価対象とする。

2.5 2.5 1.25 1.25

1.5 1.5 0.75 0.75

除雪・維持補修業務の実績　※一般土木工事と舗装工事のみ対象

小計小計小計小計

施工計画適切性施工計画適切性施工計画適切性施工計画適切性 10.010.010.010.0 10.010.010.010.0 －－－－ －－－－

3.0 3.0 1.50 1.50

1.5 1.5 0.75 0.75

加算点合計加算点合計加算点合計加算点合計

45.045.045.045.0 20.5020.5020.5020.50 22.5022.5022.5022.50

( )は一般土木工事又は舗装工事の場合

(46.0)(46.0)(46.0)(46.0) (20.75)(20.75)(20.75)(20.75) (22.75)(22.75)(22.75)(22.75)

技術提案技術提案技術提案技術提案 －－－－ －－－－ －－－－

品質確保等の確実性品質確保等の確実性品質確保等の確実性品質確保等の確実性 7.07.07.07.0 7.07.07.07.0 7.07.07.07.0 7.07.07.07.0

別紙２－１
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提案型 技術者型

2.52.52.52.5 2.52.52.52.5 2.52.52.52.5

1.5 1.5 1.5

0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 ふくしまＭＥの認定を受けた技術者が１名以上いる場合

10.010.010.010.0 5.05.05.05.0 11.011.011.011.0

2.0 1.0 4.0 ≪≫は建築設計の場合。

2.0 1.0 1.0 ≪≫は建築設計の場合。

2.0 1.0 4.0 ≪≫は建築設計の場合。

2.0 1.0 1.0 ≪≫は建築設計の場合。

2.0 1.0 1.0 ≪≫は建築設計の場合。

7.07.07.07.0 7.07.07.07.0 7.07.07.07.0

0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 ふくしま健康経営優良事業所の認証を受けている場合

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

 上位点 1.0 1.0 1.0

 下位点 0.5 0.5 0.5

災害対応実績 1.0 1.0 1.0

12.012.012.012.0 6.06.06.06.0 －

1.0 6.0 －

1.0 － －

3.0 － －

3.0 － －

3.0 － －

1.0 － －

7.07.07.07.0 7.07.07.07.0 7.07.07.07.0

38.538.538.538.5 27.527.527.527.5 27.527.527.527.5

業務計画の実施方針業務計画の実施方針業務計画の実施方針業務計画の実施方針

品質確保等の確実性品質確保等の確実性品質確保等の確実性品質確保等の確実性

加算点合計加算点合計加算点合計加算点合計

業務実施手順

工程計画の妥当性

地域特性等の把握状況

業務計画の的確性

業務計画の実現性

技術基準、資料

資格の保有

技術力の研鑽に関する取組み

同種・類似業務実績

業務成績

地域精通度

企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度企業の地域社会に対する貢献度

障がい者雇用

働く女性応援

消防団加入(1名以上)

健康経営優良事業所

同一市町村での業務実績

入札参加者の所在地

ボランティア活動（過去3年間以上継続した実績）

仕事と生活の調和

企業の技術力企業の技術力企業の技術力企業の技術力

同種・類似業務実績

品質管理能力

配置予定技術者の技術力配置予定技術者の技術力配置予定技術者の技術力配置予定技術者の技術力

ふくしまＭＥ資格保有

総合評価方式（委託業務）の評価項目及び配点の見直し（案）

評　価　項　目

配　　　点

備　　　考

標準型

簡易型

別紙２－２

≪3.0≫

≪3.0≫

≪1.0≫

≪1.0≫

≪2.0≫
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