
別紙

１．落札者決定の方法

落札者は、長崎県建設工事総合評価落札方式（特別簡易型）試行要領（平成28年7月29日 28建企第267号）

１２及び１３の規定に基づき決定する。

２．落札仮決定者の決定方法

入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」をもって入札に参加し、次の（１）～（２）の要件に該当する者 のうち、

「２．総合評価の方法」によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札仮決定者とする。

なお、落札仮決定者となるべき評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじを引かせて落札仮決定者を決定

するものとする。

ただし、落札仮決定者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、

著しく不適当であると認められるときは、予定価格及び最低制限価格の範囲内で発注者の定める最低限の要求要

件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札仮決定者とすることがある。

（１）入札価格が予定価格及び最低制限価格の範囲内であること。

（２）評価値が、基準評価値に対して下回らないこと。

基準評価値＝（標準点／予定価格）×１００，０００，０００

なお、予定価格の単位は円とする。

３．総合評価の方法

評価値は、次の算出方法により算定する。

（１）評価値の算出式

評価値＝［（標準点＋加算点）／入札価格］×１００，０００，０００

なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値の端数処理は行わないこと。

ただし、評価値の表示は、原則、 小数第３位（小数第４位を四捨五入）までとする。

（２）標準点と加算点

標準点及び加算点は、技術資料を適切に提出した入札参加者に与えられる点数で、標準点は１００点とし、

加算点の満点は１０点とする。

（３）加算点の算出式

加算点は、「（４）評価の基準」に基づき評価を行い、以下の算出式により算定する。

加算点＝評価点数の合計値

（４）評価の基準

公告文による。

「総合評価落札方式（特別簡易型）落札者決定基準」



別表 評価の基準（標準例）【一般土木工事・特別簡易型】

OP有 OP無

配置予定技術者の能力 ※２ ※配置予定技術者を２名申請した者の評価点数は、各評価項目の評価点数の総計が低い方の技術者の評価点数とする。

0.6 0.7 Ａ：同種工事

0.3 0.35 Ｂ：類似工事

0 0 Ｃ：なし

0.9 1.2 Ａ：８０点以上

0.68 0.9 Ｂ：７８点以上 ８０点未満

0.45 0.6 Ｃ：７６点以上 ７８点未満

0.23 0.3 Ｄ：７４点以上 ７６点未満

0 0 Ｅ：７４点未満、または工事成績評定なし

0.3 0.4 Ａ：知事表彰

0.15 0.2 Ｂ：機関長表彰

0 0 Ｃ：なし

0.6 0.7
Ａ：１級土木施工管理技士もしくは１級建設機械施工技士取得後５年以上

または技術士取得後３ヶ月以上

0.45 0.53
Ｂ：１級土木施工管理技士または１級建設機械施工技士取得後３年以上

５年未満

0.3 0.35
Ｃ：１級土木施工管理技士または１級建設機械施工技士取得後３ヶ月以上

３年未満

0 0 Ｄ：その他

0.6 Ａ：１級舗装施工管理技術者もしくは地すべり防止工事士

0 Ｂ：なし

0.6 Ａ：道守コースもしくは特定道守（鋼構造）コース

0.3
Ｂ：RCCM（鋼構造及びコンクリート）、上級土木技術者（橋梁）コースB

もしくは土木鋼構造診断士

0 Ｃ：なし

0.6 Ａ：道守コースもしくは特定道守（コンクリート構造）コース

0.3
Ｂ：RCCM（鋼構造及びコンクリート）、上級土木技術者（橋梁）コースB

もしくはコンクリート構造診断士

0 Ｃ：なし

企業の施工能力 ※２

0.9 0.9 Ａ：同種工事

0.45 0.45 Ｂ：類似工事

0 0 Ｃ：なし

0.4 0.4 Ａ：８０点以上

0.3 0.3 Ｂ：７８点以上 ８０点未満

0.2 0.2 Ｃ：７６点以上 ７８点未満

0.1 0.1 Ｄ：７４点以上 ７６点未満

0 0 Ｅ：７４点未満、または工事成績評定なし

0.4 0.4
Ａ：１０件以上

または、２件以上（土木一式工事・舗装工事以外）

0.3 0.3
Ｂ：８件以上 １０件未満

（土木一式工事・舗装工事以外の場合は削除）

0.2 0.2
Ｃ：６件以上 ８件未満

または、１件（土木一式工事・舗装工事以外）

0.1 0.1
Ｄ：４件以上 ６件未満

（土木一式工事・舗装工事以外の場合は削除）

0 0
Ｅ：４件未満

または、実績なし（土木一式工事・舗装工事以外）

評 価 基 準

配置予定技術者の施工実績
※評価内容の「同種工事・類似工事」
の条件を必ず設定すること。

企業の施工実績
※評価内容の「同種工事・類似工事」
の条件を必ず設定すること。

表彰（優秀現場技術者）

配置予定技術者の工事成績評定

○ 公告日において、下記に示す資格を持つ配置
予定技術者とする。

例① １級舗装施工管理技術者
例② 地すべり防止工事士

施工実績件数
（注：土木一式工事及び舗装工事以外
の場合は３段階評価とする）

○評価項目「工事成績の評定」の対象となった工事
件数とする

配置予定技術者の資格Ｂ
（舗装工事・地すべり工事）
※オプション項目（ＯＰ）

工事成績の評定

配置予定技術者の資格Ｂ
（鋼橋梁上部工）
※オプション項目（ＯＰ）

評 価 内 容評 価 項 目
配点例

配置予定技術者の資格Ｂ
（コンクリート橋梁上部工）
※オプション項目（ＯＰ）

○ 公告日において、下記に示す資格を持つ配置
予定技術者とする。

① 道守コース
② 特定道守（コンクリート構造）コース
③ RCCM（鋼構造及びコンクリート）
④ 上級土木技術者（橋梁）コースB
⑤ コンクリート構造診断士

○ 公告日において、下記に示す資格を持つ配置
予定技術者とする。

① 道守コース
② 特定道守（鋼構造）コース
③ RCCM（鋼構造及びコンクリート）
④ 上級土木技術者（橋梁）コースB
⑤ 土木鋼構造診断士

○ 資格の種類
（１）法による1級土木施工管理技士
（２）法による1級建設機械施工技士
（３）技術士法による技術士の下記①～⑤部門

のいずれか
① 建設部門
② 農業部門（選択科目「農業土木」）
③ 森林部門（選択科目「森林土木」）
④ 水産部門（選択科目「水産土木」）
⑤ 総合技術監理部門（選択科目「建設部

門」、「農業土木」、「森林土木」、
「水産土木」のいずれか）

○ 上記（１）～（３）のいずれかの取得後の年数
とする。

○公告日の属する年度を含む１０ヶ年度で以下に該
当するものとする。

・長崎県の優秀現場技術者表彰受賞者。
・長崎県の優秀工事表彰（下請表彰を除く）
受賞工事の主任（監理）技術者。

○公告日の属する年度の直前１５ヶ年度に完成した
公共工事で、同種工事・類似工事に該当する施工実
績。
○元請の主任（監理）技術者または現場代理人（１
級または２級施工管理技士等）として従事したもの
とする。
○施工実績の対象となる工事の従事期間が１/２よ
りも長いものについてのみ評価の対象とする。

○公告日の属する年度を含む５ヶ年度に完成した公
共工事で、配置予定技術者が元請の監理（主任）技
術者として従事した当該工事と同一工事種別の工事
成績評定の最高点とする。
○ 対象工事は長崎県土木部、水産部、農林部及び
環境部自然環境（保護）課が発注したものとする。

○公告日の属する年度の直前１５ヶ年度に完成した
長崎県内の公共工事で、同種工事・類似工事に該当
する施工実績。

○公告日の属する年度の前年度の９月３０日から
遡った２年間の当該工事と同一工事種別の工事成績
評定の平均点とする。
○対象工事は長崎県環境部自然環境（保護）課、水
産部、農林部、土木部、土地開発公社、住宅供給公
社、道路公社により発注されたものとする。

配置予定技術者の資格Ａ



OP有 OP無
評 価 基 準評 価 内 容評 価 項 目

配点例

0.2 0.2 Ａ：知事表彰

0.1 0.1 Ｂ：機関長表彰

0 0 Ｃ：なし

0.6 0.6 Ａ：比率 ０．２５未満

0.45 0.45 Ｂ：比率 ０．２５以上０．５ 未満

0.3 0.3 Ｃ：比率 ０．５ 以上０．７５未満

0.15 0.15 Ｄ：比率 ０．７５以上１．０ 未満

0 0 Ｅ：比率 １．０以上１．２５ 未満

-0.3 -0.3 Ｆ：比率 １．２５ 以上１．５ 未満

-0.6 -0.6 Ｇ：比率 １．５ 以上

0.3 0.3 Ａ：１００ユニット以上

0 0 Ｂ：１００ユニット未満

0.1 0.1 Ａ：配置する

0 0 Ｂ：配置しない

1.2 1.2

Ａ：（単体の場合）
旧７９市町村内に所在する主たる営業所あり

（共同企業体の場合）
「代表構成員」及び「その他構成員」とも管内に主たる営業所あり

0.6 0.6

Ｂ：（単体の場合）
管内に所在する主たる営業所あり

（共同企業体の場合）
「代表構成員」又は「その他構成員」のどちらか管内に主たる営業所あり

0 0 Ｃ：なし

1.1 1.1 Ａ：５件の施工実績あり

0.55 0.55 Ｂ：３件以上～５件未満の施工実績あり

0 0 Ｃ：３件未満の施工実績

0.5 0.5 Ａ：活動実績あり

0 0 Ｂ：活動実績なし

継続的専門能力啓発システム
（ＣＰＤＳ）

優秀工事表彰

年間受注高の状況
（注：公告する工事の工事種別が土木
一式工事の場合のみ対象とする。）

○長崎県内に主たる営業所が所在するもので、公告
日の属する年度の前年度の１０月３１日から遡った
１年間のＣＰＤＳへ登録した学習単位とする。

○公告日の属する年度を含む１０ヶ年度において、
長崎県の優秀工事表彰又は下請表彰を受けているも
のとする。
○下請表彰は、機関長表彰として評価する。

地
域
精
通
度

○公告日の直前５ヶ年度において、管内における社
会貢献活動（災害支援協定に基づく活動を含む）と
する。
○対象となる社会貢献活動
ア）公共施設の清掃・美化活動で、以下に該当する
ものとする。
・「長崎県アダプト事業」、「長崎県愛護団体登録
制度」に基づく活動。
・登録制度がある国、市、町に関する活動。
イ）災害支援に関する活動で、以下に該当するもの
とする。
・災害支援協定に基づく支援活動
・災害支援協定に基づく支援活動を想定した訓練
・災害支援協定に基づく支援活動に必要とする資
材・機材等の総点検
○活動回数
・対象期間内に１０回以上、かつ、いずれかの年度
に４回以上の活動実績があるものとする。
・回数は、ア）、イ）に該当するものの合計で、１
日を１回としてカウントする。

○管内において、公告日の属する年度の直前１５ヶ
年度に完成した長崎県（公社等は除く）発注の元請
けとして施工したもので、最終請負金額２，５００
万円以上のものとする。

社会貢献活動の実績Ａ

地
域
貢
献
度

○ 年間受注高の状況は下記に示す比率で評価す
る。
・比率＝年間受注高÷年度平均完成工事高（小数第
３位切り捨て）
○年間受注高
・ 長崎県土木部、水産部、農林部発注工事で元請
として施工した土木一式工事、とび・土工・コンク
リート工事及びしゅんせつ工事を対象とする。（随
意契約工事は除く。）
・ 落札決定日が、公告する工事の公告日の前日か
ら１年間遡った期間にある工事の落札決定額（当初
請負契約額）の合計額とする。
○ 年度平均完成工事高
・長崎県土木部、水産部、農林部発注工事で元請と
して施工した土木一式工事、とび・土工・コンク
リート工事及びしゅんせつ工事を対象とする。
・工事完成日が公告日の属する年度の直前５ヵ年度
の期間にある工事の最終請負契約額の５ヶ年度平均
完成工事高とする。
・２億円未満については、２億円として比率算出す
る。

○ 国土交通省に登録された登録基幹技能者（以下
基幹技能者という）を対象とする。
○ 当該工事で元請または下請にかかわらず、基幹
技能者のいずれかを１名以上配置することを評価す
る。

（運用については、平成21年4月24日 21建企第79
号「基幹技能者を配置する場合の工事実施段階での
取り扱いについて」参照）

基幹技能者の配置
※公告する工事の工事内容により、該
当する基幹技能者を別シートの「基幹
技能者一覧表」より選定すること。

工事の確実かつ円滑な
実施体制としての拠点

管内の施工実績
※管内移動があった市町における
施工実績の取り扱いは、管内移動
年度に拘わらず、移管後の管内の
施工実績とする。

※発注形態が単体の場合
○ 当該工事施工場所の旧市町村（平成１４年度時
点の７９市町村）内または、施工管内における主た
る営業所の所在とする。
○ 入札参加資格者名簿の管内に掲載されている
「主たる営業所」の所在地が、他の旧市町村（平成
１４年度時点の７９市町村）へ変更となった場合、
変更後の所在地が入札参加資格者名簿に掲載された
日から公告日が１年未満の期間は、変更前の旧市町
村に所在する受任営業所を「主たる営業所」とみな
す。

※発注形態が共同企業体の場合
○ 施工管内における、代表構成員及びその他構成
員の「主たる営業所」の所在とする。
○ 「主たる営業所」の所在地が管内から管外へ変
更となった場合、入札参加資格者名簿の管外に掲載
された日から公告日が１年未満の期間は、管内に所
在する受任営業所を「主たる営業所」とみなす。
（入札参加資格者名簿の管外に掲載された日及び公
告日含む。）

注）以下に示すものは「主たる営業所」に該当しな
い。
・「県内業者の営業所の取扱いについて」
（平成29年1月5日28監第181号、28建企第524
号）に基づく承認の通知を受けている営業所

・「長崎県内の建設業者の合併等に係る特例要
綱」（平成17年9月15日制定）第５条２項１号
に該当し、「合併等による特例措置認定通知
書」の通知を受けている営業所



OP有 OP無
評 価 基 準評 価 内 容評 価 項 目

配点例

0.2 0.2 Ａ：いずれか該当あり

0 0 Ｂ：なし

0.5 0.5 Ａ：誓約する

0 0 Ｂ：誓約しない

0.1 0.1 Ａ：３０人以上

0.05 0.05 Ｂ：１０人以上３０人未満

0 0 Ｃ：１０人未満

0.5 0.5 Ａ：誓約する

0 0 Ｂ：誓約しない

※２ 「配置予定技術者の能力」・「企業の施工能力」については、評価項目を追加することができる。

追加した場合は、配点を修正すること。なお、その際、合計は１０点とすること。

下請次数の制限

※土木工事の場合
○ 当該工事の下請契約による請負次数を２次下請
までと制限することを誓約する者を評価する。
※建築工事の場合
○ 当該工事の下請契約による請負次数を３次下請
までと制限することを誓約する者を評価する。

労務賃金の支払い
※公告する工事の工事内容により、該
当する作業員を選定すること。

○長崎県内に主たる営業所が所在するもので、長崎
県建設工事入札制度合理化対策要綱に基づき、公告
日の属する年度の長崎県建設工事入札参加資格審査
に係る届出で長崎県が確認した建設業従事職員数と
する。

従業員数

○「１日当りの平均労務賃金」を「長崎県の設計労
務単価以上支払う」ことを誓約する者を評価する。
○元請及び下請全ての、以下に示す作業員等の「１
日当りの平均労務賃金」を対象とする。

・特殊作業員 ・普通作業員
・運転手（特殊）・運転手（一般）

社会貢献活動の実績Ｂ
※公告する工事の工事種別によっ
て、別シートの「社会貢献活動の
適用表」により選定すること。

○公告日において、当該企業の従業員が管内に所在
する消防分団の消防団員として１名以上所属してい
る企業を評価する。
○管内において、公告日の属する前年度の土木の
日、または住宅フェアのイベントの運営に協力した
企業を評価する。
○管内において、当該企業に所属する従業員が、公
告日の属する前年度に「山地防災ヘルパー」として
の活動実績が１回以上ある企業を評価する。
○公告日において、当該企業に「道守」「特定道
守」「道守補」（以下「道守等」という。）として
認定され、道守等としての資格を満たす活動実績が
ある従業員が所属していることを評価する。
○公告日の属する前年度の高校生、大学生等が取り
組む建設業に係る現場実習（インターンシップ）に
協力した企業を評価する。（内定先での就業前実習
は除き、3日間以上）



別表 評価の基準（標準例）【港湾・漁港の海上工事・特別簡易型】

OP有 OP無

配置予定技術者の能力 ※２ ※配置予定技術者を２名申請した者の評価点数は、各評価項目の評価点数の総計が低い方の技術者の評価点数とする。

0.6 0.7 Ａ：同種工事

0.3 0.35 Ｂ：類似工事

0 0 Ｃ：なし

0.9 1.2 Ａ：８０点以上

0.68 0.9 Ｂ：７８点以上 ８０点未満

0.45 0.6 Ｃ：７６点以上 ７８点未満

0.23 0.3 Ｄ：７４点以上 ７６点未満

0 0 Ｅ：７４点未満、または工事成績評定なし

0.3 0.4 Ａ：知事表彰

0.15 0.2 Ｂ：機関長表彰

0 0 Ｃ：なし

0.6 0.7
Ａ：１級土木施工管理技士もしくは１級建設機械施工技士取得後５年以上

または技術士取得後３ヶ月以上

0.45 0.53
Ｂ：１級土木施工管理技士または１級建設機械施工技士取得後３年以上

５年未満

0.3 0.35
Ｃ：１級土木施工管理技士または１級建設機械施工技士取得後３ヶ月以上

３年未満

0 0 Ｄ：その他

0.6 Ａ：１級舗装施工管理技術者もしくは地すべり防止工事士

0 Ｂ：なし

0.6 Ａ：道守コースもしくは特定道守（鋼構造）コース

0.3
Ｂ：RCCM（鋼構造及びコンクリート）、上級土木技術者（橋梁）コースB

もしくは土木構造診断士

0 Ｃ：なし

0.6 Ａ：道守コースもしくは特定道守（コンクリート構造）コース

0.3
Ｂ：RCCM（鋼構造及びコンクリート）、上級土木技術者（橋梁）コースB

もしくはコンクリート構造診断士

0 Ｃ：なし

企業の施工能力 ※２

0.9 0.9 Ａ：同種工事

0.45 0.45 Ｂ：類似工事

0 0 Ｃ：なし

0.4 0.4 Ａ：８０点以上

0.3 0.3 Ｂ：７８点以上 ８０点未満

0.2 0.2 Ｃ：７６点以上 ７８点未満

0.1 0.1 Ｄ：７４点以上 ７６点未満

0 0 Ｅ：７４点未満、または工事成績評定なし

0.4 0.4
Ａ：１０件以上

または、２件以上（土木一式工事・舗装工事以外）

0.3 0.3
Ｂ：８件以上 １０件未満

（土木一式工事・舗装工事以外の場合は削除）

0.2 0.2
Ｃ：６件以上 ８件未満

または、１件（土木一式工事・舗装工事以外）

0.1 0.1
Ｄ：４件以上 ６件未満

（土木一式工事・舗装工事以外の場合は削除）

0 0
Ｅ：４件未満

または、実績なし（土木一式工事・舗装工事以外）

配置予定技術者の工事成績評定

○公告日の属する年度を含む５ヶ年度に完成した
公共工事で、配置予定技術者が元請の監理（主
任）技術者として従事した当該工事と同一工事種
別の工事成績評定の最高点とする。
○ 対象工事は長崎県土木部、水産部、農林部及
び環境部自然環境（保護）課が発注したものとす
る。

○公告日の属する年度を含む１０ヶ年度で以下に
該当するものとする。

・長崎県の優秀現場技術者表彰受賞者。
・長崎県の優秀工事表彰（下請表彰を除く）

受賞工事の主任（監理）技術者。

施工実績件数
（注：土木一式工事及び舗装工事以
外の場合は３段階評価とする）

○ 資格の種類
（１）法による1級土木施工管理技士
（２）法による1級建設機械施工技士
（３）技術士法による技術士の下記①～⑤部門

のいずれか
① 建設部門
② 農業部門（選択科目「農業土木」）
③ 森林部門（選択科目「森林土木」）
④ 水産部門（選択科目「水産土木」）
⑤ 総合技術監理部門（選択科目「建設部

門」、「農業土木」、「森林土木」、
「水産土木」のいずれか）

○ 上記（１）～（３）のいずれかの取得後の年
数とする。

○ 公告日において、下記に示す資格を持つ配置
予定技術者とする。

① 道守コース
② 特定道守（コンクリート構造）コース
③ RCCM（鋼構造及びコンクリート）
④ 上級土木技術者（橋梁）コースB
⑤ コンクリート構造診断士

配置予定技術者の資格Ｂ
（舗装工事・地すべり工事）
※オプション項目（ＯＰ）

企業の施工実績
※評価内容の「同種工事・類似工
事」の条件を必ず設定すること。

配置予定技術者の資格Ｂ
（鋼橋梁上部工）
※オプション項目（ＯＰ）

工事成績の評定

評 価 基 準

○ 公告日において、下記に示す資格を持つ配置
予定技術者とする。

例① １級舗装施工管理技術者
例② 地すべり防止工事士

○公告日の属する年度の直前１５ヶ年度に完成し
た長崎県内の公共工事で、元請として施工したも
ので、同種工事・類似工事該当する施工実績。

○公告日の属する年度の前年度の９月３０日から
遡った２年間の当該工事と同一工事種別の工事成
績評定の平均点とする。
○対象工事は長崎県環境部自然環境（保護）課、
水産部、農林部、土木部、土地開発公社、住宅供
給公社、道路公社により発注されたものとする。

○評価項目「工事成績の評定」の対象となった工
事件数とする

○ 公告日において、下記に示す資格を持つ配置
予定技術者とする。

① 道守コース
② 特定道守（鋼構造）コース
③ RCCM（鋼構造及びコンクリート）
④ 上級土木技術者（橋梁）コースB
⑤ 土木鋼構造診断士

評 価 内 容
配点例

評 価 項 目

配置予定技術者の資格Ａ

配置予定技術者の資格Ｂ
（コンクリート橋梁上部工）
※オプション項目（ＯＰ）

配置予定技術者の施工実績
※評価内容の「同種工事・類似工
事」の条件を必ず設定すること。

○公告日の属する年度の直前１５ヶ年度に完成し
た公共工事で、同種工事・類似工事に該当する施
工実績。
○元請けの主任（監理）技術者または現場代理人
（１級または２級施工管理技士等）として従事し
たものとする。
○施工実績の対象となる工事の従事期間が１/２
よりも長いものについてのみ評価の対象とする。

表彰（優秀現場技術者）



OP有 OP無
評 価 基 準評 価 内 容

配点例
評 価 項 目

0.2 0.2 Ａ：知事表彰

0.1 0.1 Ｂ：機関長表彰

0 0 Ｃ：なし

0.5 0.5 Ａ：比率 ０．２５未満

0.38 0.38 Ｂ：比率 ０．２５以上０．５ 未満

0.25 0.25 Ｃ：比率 ０．５ 以上０．７５未満

0.13 0.13 Ｄ：比率 ０．７５以上１．０ 未満

0 0 Ｅ：比率 １．０以上１．２５ 未満

-0.25 -0.25 Ｆ：比率 １．２５ 以上１．５ 未満

-0.5 -0.5 Ｇ：比率 １．５ 以上

0.3 0.3 Ａ：１００ユニット以上

0 0 Ｂ：１００ユニット未満

0.1 0.1 Ａ：配置する

0 0 Ｂ：配置しない

1.1 1.1
Ａ：作業船２隻以上で海上起重作業管理技士２名以上または主作業船１隻以上で

海上起重作業管理技士１名以上

0.83 0.83 Ｂ：主作業船２隻以上で 海上起重作業管理技士１名

0.55 0.55
Ｃ：主作業船１隻で海上起重作業管理技士１名以上、

または作業船２隻以上で海上起重作業管理技士無し

0.28 0.28 Ｄ：主作業船１隻で海上起重作業管理技士無し

0 0 Ｅ：なし

0.5 0.5 Ａ：曳船２隻以上で船員２名以上または主曳船１隻以上で船員１名以上

0.38 0.38 Ｂ：曳船２隻以上で船員１名

0.25 0.25 Ｃ：曳船１隻で船員１名以上、または曳船２隻以上で船員無し

0.13 0.13 Ｄ：曳船１隻で船員無

0 0 Ｅ：なし

継続的専門能力啓発システム
（ＣＰＤＳ）

曳舟の自社保有状況

【曳船】
○ 鋼Ｄ300ＰＳ以上の曳船（押船を含む。）の
自社保有状況とする。（リース保有、出資会社保
有は含まない）
○ 当該工事での使用は義務づけない。
（自社保有及び曳船の定義等は、「長崎県発注の
港湾・漁港等の海上工事にかかる制限付き一般競
争入札の入札参加資格要件となる一定の条件を備
えた作業船の取り扱い要領」 （平成20年10月15
日20建企第474号）による。）
【主曳船】
○ 主曳船とは、上記の曳船のうち次の曳船とす
る。

・鋼Ｄ550ＰＳ以上の曳船（押船を含む）
【船員】
○ 船員保険適用の船員として当該入札参加予定
者と直接的かつ恒常的な雇用関係（競争参加資格
確認申請書の提出期限日を含め連続して３ヶ月以
上）にある者。

年間受注高の状況
（注：公告する工事の工事種別が土
木一式工事の場合のみ対象とす
る。）

○長崎県内に主たる営業所が所在するもので、公
告日の属する年度の前年度の１０月３１日から
遡った１年間のＣＰＤＳへ登録した学習単位とす
る。

【作業船】
○ 作業船の自社保有状況とする。（リース保
有、出資会社保有は含まない）
○ 当該工事での使用は義務づけない。
（自社保有及び作業船の定義等は、「長崎県発注
の港湾・漁港等の海上工事にかかる制限付き一般
競争入札の入札参加資格要件となる一定の条件を
備えた作業船の取り扱い要領」（平成20年10月15
日20建企第474号）による。）
【主作業船】
○ 主作業船とは上記の作業船のうち次の作業船
とする。

・100t吊以上の、起重機船またはクレーン付
台船

・2.5m3以上のグラブ浚渫船
・ミキサー船
・フローティングドック

【海上起重作業管理技士】
○ 資格取得後、当該入札参加予定者と直接的か
つ恒常的な雇用関係（競争参加資格確認申請書の
提出期限日を含め連続して３ヶ月以上）にある海
上起重作業管理技士とする。

基幹技能者の配置
※公告する工事の工事内容により、
該当する基幹技能者を別シートの
「基幹技能者一覧表」より選定する
こと。

○ 国土交通省に登録された登録基幹技能者（以
下基幹技能者という）を対象とする。
○ 当該工事で元請または下請にかかわらず、基
幹技能者のいずれかを１名以上配置することを評
価する。

（運用については、平成21年4月24日 21建企第
79号「基幹技能者を配置する場合の工事実施段階
での取り扱いについて」参照）

作業船の自社保有状況

○ 年間受注高の状況は下記に示す比率で評価す
る。
・比率＝年間受注高÷年度平均完成工事高（小数
第３位切り捨て）
○年間受注高
・ 長崎県土木部、水産部、農林部発注工事で元
請として施工した土木一式工事、とび・土工・コ
ンクリート工事及びしゅんせつ工事を対象とす
る。（随意契約工事は除く。）
・ 落札決定日が、公告する工事の公告日の前日
から１年間遡った期間にある工事の落札決定額
（当初請負契約額）の合計額とする。
○ 年度平均完成工事高
・長崎県土木部、水産部、農林部発注工事で元請
として施工した土木一式工事、とび・土工・コン
クリート工事及びしゅんせつ工事を対象とする。
・工事完成日が公告日の属する年度の直前５ヵ年
度の期間にある工事の最終請負契約額の５ヶ年度
平均完成工事高とする。
・２億円未満については、２億円として比率算出
する。

優秀工事表彰

○公告日の属する年度を含む１０ヶ年度におい
て、長崎県の優秀工事表彰又は下請表彰を受けて
いるものとする。
○下請表彰は、機関長表彰として評価する。



OP有 OP無
評 価 基 準評 価 内 容

配点例
評 価 項 目

0.6 0.6

Ａ：（単体の場合）
管内に主たる営業所あり

（共同企業体の場合）
「代表構成員」及び「その他構成員」とも管内に主たる営業所あり

0.3 0.3

Ｂ：（単体の場合）
管内に特認営業所あり（管内に「特認営業所」が無い場合は削除）

（共同企業体の場合）
「代表構成員」又は「その他構成員」のどちらか管内に主たる営業所あり

0 0 Ｃ：なし

0.5 0.5 Ａ：５件の施工実績あり

0.25 0.25 Ｂ：３件以上～５件未満の施工実績あり

0 0 Ｃ：３件未満の施工実績

0.3 0.3 Ａ：活動実績あり

0 0 Ｂ：活動実績なし

0.1 0.1 Ａ：いずれか該当あり

0 0 Ｂ：なし

0.5 0.5 Ａ：誓約する

0 0 Ｂ：誓約しない

0.1 0.1 Ａ：３０人以上

0.05 0.05 Ｂ：１０人以上３０人未満

0 0 Ｃ：１０人未満

0.5 0.5 Ａ：誓約する

0 0 Ｂ：誓約しない

※１ 「配置予定技術者の能力」・「企業の施工能力」については、評価項目を追加することができる。

追加した場合は、配点を修正すること。なお、その際、合計は１０点とすること。

労務賃金の支払い
※公告する工事の工事内容により、
該当する作業員を選定すること。

○公告日において、当該企業の従業員が管内に所
在する消防分団の消防団員として１名以上所属し
ている企業を評価する。
○管内において、公告日の属する前年度の土木の
日、または住宅フェアのイベントの運営に協力し
た企業を評価する。
○管内において、当該企業に所属する従業員が、
公告日の属する前年度に「山地防災ヘルパー」と
しての活動実績が１回以上ある企業を評価する。
○公告日の属する前年度の高校生、大学生等が取
り組む建設業に係る現場実習（インターンシッ
プ）に協力した企業を評価する。（内定先での就
業前実習は除き、3日間以上）

地
域
貢
献
度

工事の確実かつ円滑な
実施体制としての拠点

地
域
精
通
度

※発注形態が単体の場合
○ 施工管内における「主たる営業所」または、
「特認営業所」の所在とする。

※発注形態が共同企業体の場合
○ 施工管内における、代表構成員及びその他構
成員の「主たる営業所」の所在とする。

注） 「特認営業所」は、入札参加資格要件を満
たす以下に示す営業所。

・「県内業者の営業所の取扱いについて」
（平成29年1月5日28監第181号、28建企第524

号）に基づく承認の通知を受けている営業所
・「長崎県内の建設業者の合併等に係る特例要

綱」（平成17年9月15日制定）第５条２項
１号に該当し、「合併等による特例措置認
定通知書」の通知を受けている営業所

注）「主たる営業所」の所在地が管内から管外へ
変更となった場合、入札参加資格者名簿の管外に
掲載された日から公告日が１年未満の期間は、管
内に所在する受任営業所を「主たる営業所」とみ
なす。（入札参加資格者名簿の管外に掲載された
日及び公告日含む。）

下請次数の制限

※土木工事の場合
○ 当該工事の下請契約による請負次数を２次下
請までと制限することを誓約する者を評価する。
※建築工事の場合
○ 当該工事の下請契約による請負次数を３次下
請までと制限することを誓約する者を評価する。

管内の施工実績
※管内移動があった市町におけ
る施工実績の取り扱いは、管内
移動年度に拘わらず、移管後の
管内の施工実績とする。

○管内において、公告日の属する年度の直前１
５ヶ年度に完成した長崎県（公社等は除く）発注
の元請として施工したもので、最終請負金額２，
５００万円以上のものとする。

社会貢献活動の実績Ａ

○長崎県内に主たる営業所が所在するもので、長
崎県建設工事入札制度合理化対策要綱に基づき、
公告日の属する年度の長崎県建設工事入札参加資
格審査に係る届出で長崎県が確認した建設業従事
職員数とする。

従業員数

○「１日当りの平均労務賃金」を「長崎県の設計
労務単価以上支払う」ことを誓約する者を評価す
る。
○元請及び下請全ての、以下に示す作業員等の
「１日当りの平均労務賃金」を対象とする。

・特殊作業員 ・普通作業員
・高級船員 ・普通船員

○公告日の直前５ヶ年度において、管内における
社会貢献活動（災害支援協定に基づく活動を含
む）とする。
○対象となる社会貢献活動
ア）公共施設の清掃・美化活動で、以下に該当す
るものとする。
・「長崎県アダプト事業」、「長崎県愛護団体登
録制度」に基づく活動。
・登録制度がある国、市、町に関する活動。
イ）災害支援に関する活動で、以下に該当するも
のとする。
・災害支援協定に基づく支援活動
・災害支援協定に基づく支援活動を想定した訓練
・災害支援協定に基づく支援活動に必要とする資
材・機材等の総点検
○活動回数
・対象期間内に１０回以上、かつ、いずれかの年
度に４回以上の活動実績があるものとする。
・回数は、ア）、イ）に該当するものの合計で、
１日を１回としてカウントする。

社会貢献活動の実績Ｂ
※公告する工事の工事種別に
よって、別シートの「社会貢献
活動の適用表」により選定する
こと。



別表 評価の基準（標準例）【建築一式工事・特別簡易型】

配点例

施工計画

2 Ａ：適切

0 Ｂ：適切でない

現場条件

現場条件１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

現場条件２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

配置予定技術者の能力 ※２ ※配置予定技術者を２名申請した者の評価点数は、各評価項目の評価点数の総計が低い方の技術者の評価点数とする。

0.7 Ａ：同種工事

0.35 Ｂ：類似工事

0 Ｃ：なし

1.2 Ａ：８０点以上

0.9 Ｂ：７８点以上 ８０点未満

0.6 Ｃ：７６点以上 ７８点未満

0.3 Ｄ：７４点以上 ７６点未満

0 Ｅ：７４点未満、または工事成績評定なし

0.4 Ａ：知事表彰

0.2 Ｂ：機関長表彰

0 Ｃ：なし

0.7
Ａ：１級建築施工管理技士もしくは１級建築士取得後５年以上

0.53 Ｂ：１級建築施工管理技士または１級建築士取得後３年以上５年未満

0.35 Ｃ：１級建築施工管理技士または１級建築士取得後３ヶ月以上３年未満

0 Ｄ：その他

企業の施工能力 ※２

1.1 Ａ：同種工事

0.55 Ｂ：類似工事

0 Ｃ：なし

0.5 Ａ：８０点以上

0.38 Ｂ：７８点以上 ８０点未満

0.25 Ｃ：７６点以上 ７８点未満

0.13 Ｄ：７４点以上 ７６点未満

0 Ｅ：７４点未満、または工事成績評定なし

0.5 Ａ：２件以上

0.25 B：１件

0 C：実績なし

0.1 Ａ：知事表彰

0.05 Ｂ：機関長表彰

0 Ｃ：なし

施工実績件数

○評価項目「工事成績の評定」の対象となった工
事件数とする

優秀工事表彰

○公告日の属する年度を含む１０ヶ年度におい
て、長崎県の優秀工事表彰又は下請表彰を受けて
いるものとする。

ただし、対象工種を建築一式工事に限る。
○下請表彰は、機関長表彰として評価する。

ただし、対象工種を建築一式工事に限る。

工事成績の評定

○公告日の属する年度の前年度の９月３０日から
遡った２年間の当該工事と同一工事種別の工事成
績評定の平均点とする。
○対象工事は長崎県環境部自然環境（保護）課、
水産部、農林部、土木部、土地開発公社、住宅供
給公社、道路公社により発注されたものとする。

「重点的に配慮すべき事項」
①安全管理について
②施工方法について
③施工管理計画について
④交通管理について
⑤工程管理について
⑥その他（別途内容を記載）
（※上記６項目より１項目を選択す
る。）

表彰（優秀現場技術者）

○公告日の属する年度を含む１０ヶ年度で以下に
該当するものとする。

・長崎県の優秀現場技術者表彰受賞者。
ただし、対象工種を建築一式工事に限る。

・長崎県の優秀工事表彰（下請表彰を除く）
受賞工事の主任（監理）技術者。
ただし、対象工種を建築一式工事に限る。

配置予定技術者の資格Ａ

○ 資格の種類
（１）法による1級建築施工管理技士
（２）建築士法による1級建築士
○ 上記（１）～（２）のいずれかの取得後の年数
とする。

○設計図書を満足し、発注者が求めた「重点的に
配慮すべき事項」に対し、下記記載の現場条件を
踏まえ、配慮すべき事項が適切かどうかで評価す
る。

企業の施工実績
※評価内容の「同種工事・類似工
事」の条件を必ず設定すること。

○公告日の属する年度の直前１５ヶ年度に完成し
た長崎県内の工事で、同種工事・類似工事に該当
する施工実績。

評 価 項 目 評 価 内 容 評 価 基 準

配置予定技術者の施工実績
※評価内容の「同種工事・類似工
事」の条件を必ず設定すること。

○公告日の属する年度の直前１５ヶ年度に完成し
た工事で、同種工事・類似工事に該当する施工実
績。
○元請の主任（監理）技術者または現場代理人
（１級または２級施工管理技士、１級または２級
建築士）として従事したものとする。
○施工実績の対象となる工事の従事期間が１/２よ
りも長いものについてのみ評価の対象とする。

配置予定技術者の工事成績評定

○公告日の属する年度を含む５ヶ年度に完成した
公共工事で、配置予定技術者が元請の監理（主
任）技術者として従事した当該工事と同一工事種
別の工事成績評定の最高点とする。
○ 対象工事は長崎県土木部、水産部、農林部及び
環境部自然環境（保護）課が発注したものとす
る。



0.2 Ａ：２人（種）以上配置する

0.1 Ｂ：１人（種）配置する

0 Ｃ：配置しない

0.6

Ａ：（単体の場合）
旧７９市町村内に所在する主たる営業所あり

（共同企業体の場合）
「代表構成員」及び「その他構成員」とも管内に主たる営業所あり

0.3

Ｂ：（単体の場合）
管内に所在する主たる営業所あり

（共同企業体の場合）
「代表構成員」又は「その他構成員」のどちらか管内に主たる営業所あり

0 Ｃ：なし

0.6 Ａ：５件の施工実績あり

0.3 Ｂ：３件以上～５件未満の施工実績あり

0 Ｃ：３件未満の施工実績

0.2 Ａ：活動実績あり

0 Ｂ：活動実績なし

0.1 Ａ：いずれか該当あり

0 Ｂ：なし

0.5 Ａ：誓約する

0 Ｂ：誓約しない

0.1 Ａ：３０人以上

0.05 Ｂ：１０人以上３０人未満

0 Ｃ：１０人未満

0.5 Ａ：誓約する

0 Ｂ：誓約しない

※２ 「配置予定技術者の能力」・「企業の施工能力」については、評価項目を追加することができる。

追加した場合は、配点を修正すること。なお、その際、合計は１０点とすること。

地
域
貢
献
度

社会貢献活動の実績Ａ

工事の確実かつ円滑な
実施体制としての拠点

※発注形態が単体の場合
○ 当該工事施工場所の旧市町村（平成１４年度
時点の７９市町村）内または、施工管内における
主たる営業所の所在とする。
○ 入札参加資格者名簿の管内に掲載されている
「主たる営業所」の所在地が、他の旧市町村（平
成１４年度時点の７９市町村）へ変更となった場
合、変更後の所在地が入札参加資格者名簿に掲載
された日から公告日が１年未満の期間は、変更前
の旧市町村に所在する受任営業所を「主たる営業
所」とみなす。

※発注形態が共同企業体の場合
○ 施工管内における、代表構成員及びその他構
成員の「主たる営業所」の所在とする。
○ 「主たる営業所」の所在地が管内から管外へ
変更となった場合、入札参加資格者名簿の管外に
掲載された日から公告日が１年未満の期間は、管
内に所在する受任営業所を「主たる営業所」とみ
なす。（入札参加資格者名簿の管外に掲載された
日及び公告日含む。）

注）以下に示すものは「主たる営業所」に該当し
ない。

・「県内業者の営業所の取扱いについて」
（平成29年1月5日28監第181号、28建企第524

号）に基づく承認の通知を受けている営業所
・「長崎県内の建設業者の合併等に係る特例要
綱」（平成17年9月15日制定）第５条２項１号
に該当し、「合併等による特例措置認定通知
書」の通知を受けている営業所

○公告日の属する年度の直前１５ヶ年度に完成し
た最終請負金額２，５００万円以上の建築一式工
事で、管内の公共工事において、元請けとして施
工したものとする。

従業員数

○長崎県内に主たる営業所が所在するもので、長
崎県建設工事入札制度合理化対策要綱に基づき、
公告日の属する年度の長崎県建設工事入札参加資
格審査に係る届出で長崎県が確認した建設業従事
職員数とする。

下請次数の制限

※建築工事の場合
○ 当該工事の下請契約による請負次数を３次下請
までと制限することを誓約する者を評価する。

○公告日の直前５ヶ年度において、管内における
社会貢献活動（災害支援協定に基づく活動を含
む）とする。
○対象となる社会貢献活動
ア）公共施設の清掃・美化活動で、以下に該当す
るものとする。
・「長崎県アダプト事業」、「長崎県愛護団体登
録制度」に基づく活動。
・登録制度がある国、市、町に関する活動。
イ）災害支援に関する活動で、以下に該当するも
のとする。
・災害支援協定に基づく支援活動
・災害支援協定に基づく支援活動を想定した訓練
・災害支援協定に基づく支援活動に必要とする資
材・機材等の総点検
○活動回数
・対象期間内に１０回以上、かつ、いずれかの年
度に４回以上の活動実績があるものとする。
・回数は、ア）、イ）に該当するものの合計で、
１日を１回としてカウントする。

社会貢献活動の実績Ｂ
※公告する工事の工事種別に
よって、別シートの「社会貢献
活動の適用表」により選定する
こと。

○公告日において、当該企業の従業員が管内に所
在する消防分団の消防団員として１名以上所属し
ている企業を評価する。
○管内において、公告日の属する前年度の住宅
フェアのイベントの運営に協力した企業を評価す
る。
○公告日の属する前年度の高校生、大学生等が取
り組む建設業に係る現場実習（インターンシッ
プ）に協力した企業を評価する。（内定先での就
業前実習は除き、3日間以上）

労務賃金の支払い
※公告する工事の工事内容により、
該当する作業員を選定すること。

○「１日当りの平均労務賃金」を「長崎県の設計
労務単価以上支払う」ことを誓約する者を評価す
る。
○元請及び下請全ての、以下に示す作業員等の
「１日当りの平均労務賃金」を対象とする。
例）・特殊作業員 ・普通作業員

・運転手（特殊）・運転手（一般）
・とび工 ・鉄筋工
・型枠工 など

基幹技能者の配置
※公告する工事の工事内容により、
該当する基幹技能者を別シートの
「基幹技能者一覧表」より選定する
こと。

○ 国土交通省に登録された登録基幹技能者（以下
基幹技能者という）を対象とする。
○ 当該工事で元請または下請にかかわらず、基幹
技能者のいずれかを配置することを評価する。

ただし、同一種類の基幹技能者を複数人配置
した場合は、1人として評価する。

（運用については、平成21年4月24日 21建企第79
号「基幹技能者を配置する場合の工事実施段階で
の取り扱いについて」参照）

地
域
精
通
度

管内の施工実績
※管内移動があった市町におけ
る施工実績の取り扱いは、管内
移動年度に拘わらず、移管後の
管内の施工実績とする。


