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評価基準 配点 得点 配点 得点

受注件数１０件以上 3.0点 1.0点

受注件数０件 0.0点 0.0点

受注件数９～１件

2.7点
～

0.3点

0.3点
刻み

0.9点
～

0.1点

0.1点
刻み

簡易型Ⅱ-ＪＳ 簡易型Ⅱ

評価項目

企
業
の
評
価

Ｈ２８、Ｈ２９
年度震災関
連等工事受
注件数

／3.0点 ／1.0点

３ 評価基準の見直し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪「震災関連等工事の受注件数」に関する評価項目の考え方≫ 

元請（※②）として受注した「震災関連等工事の受注件数」を評価項目として設定し

ている「土木一式工事」及び「建築一式工事」を対象とする。 

 ※②：県が発注した当初請負額、若しくは竣工検査及び工事目的物の引き渡しが完了してい

る最終請負額が１，５００万円以上の工事 

 

≪震災関連等工事の受注件数の対象期間及び配点の見直し≫ 

 ○現在基準  1)期間：平成２８年４月１日から平成２９年５月３１日（１年２ヶ月間）

 2)配点：土木一式工事 最大５件 【ＪＳ型】３点 【通常工事型】１点

建築一式工事 最大２件 【ＪＳ型】なし 【通常工事型】１点

 

 ○４月見直し 1)期間：平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日（２年間） 

 2)配点：土木一式工事 最大 10 件 【ＪＳ型】３点 【通常工事型】１点

建築一式工事 最大２件 【ＪＳ型】なし 【通常工事型】１点

 

        ※ 建築一式工事では、1)期間のみの見直しとする。 

評価基準 配点 得点 配点 得点

受注件数５件以上 3.0点 1.0点

受注件数４件 2.4点 0.8点

受注件数３件 1.8点 0.6点

受注件数２件 1.2点 0.4点

受注件数１件 0.6点 0.2点

受注件数０件 0.0点 0.0点

前年度震災
関連等工事
受注件数

／3.0点 ／1.0点

簡易型Ⅱ-ＪＳ 簡易型Ⅱ

評価項目

企
業
の
評
価

○現在基準（土木一式工事） 

○４月見直し（土木一式工事） 

★ 【重要】技術申請書提出時の注意点 ★ 

 

  平成３０年４月２日から平成３０年５月３１日の間に公告される工事の入札に参加

される場合は、震災関連等工事の受注件数に関する技術申請書として提出する資料につ

いては、以下のように対応して下さい。 

  ①平成２８年４月１日から平成２９年５月３１日までの受注件数は、県が発行した

平成２９年度の「事前登録項目の認定通知書の写し」を提出して下さい。 

  ②平成２９年６月１日から平成３０年３月３１日までの受注件数は、上記認定通知

書に含まれていないため、「熊本県土木部建設工事総合評価落札方式ガイドライン」

P16，P26～33 や入札公告文等を参照のうえ、その内容を確認出来る資料を提出して

下さい。 



○予定価格３億円未満の工事

【震災関連等工事型（ＪＳ型）】

様式１０ 評価に関する基準　（簡易型Ⅱ－ＪＳ）（土木一式）

評 価 基 準 配点 得点

1.0点

0.75点

0.5点

0.25点

0.0点

83点以上 2.0点

74～82点 0.20点～1.80点

73点以下、又は実績なし 0.0点

復興ＪＶによる参加 5.0点

企業単体による参加 0.0点

受注件数５件以上 3.0点

受注件数４件 2.4点

受注件数３件 1.8点

受注件数２件 1.2点

受注件数１件 0.6点

受注件数０件 0.0点

受注件数５件以上 1.5点

受注件数４件 1.2点

受注件数３件 0.9点

受注件数２件 0.6点

受注件数１件 0.3点

受注件数０件 0.0点

受注件数５件以上 1.5点

受注件数４件 1.2点

受注件数３件 0.9点

受注件数２件 0.6点

受注件数１件 0.3点

受注件数０件 0.0点

小計（企業） ／11.00点

指定資格取得後5年以上 1.0点

指定資格取得後5年未満 0.5点

指定資格未取得 0.0点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

小計（技術者） ／6.0点

合　　　計 ／17.0点

（※１）国 ：独立行政法人、日本下水道事業団を含む。

（※２）熊本県内市町村：特別地方公共団体を含む。

（※３）平成１９年度以降 ：平成１９年４月１日から入札公告日までの間。

（※５）熊本県：熊本県土木部、農林水産部、教育庁及び企業局。

（※６）過去５年間：平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※８）平成２４年度以降：平成２４年４月１日から入札公告日までの間。

評価項目 評価内容

企
業
の
評
価

（復興JVは代表構成員の）
同種工事（※４）の施工実績

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）
に元請けとして完成した「○○工事（※４）」の施工実績
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき０．５点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．２５点。

／1.0点

（復興JVは代表構成員の）
当該工事と同一許可業種の
工事成績評定点の平均点

熊本県（※５）発注工事で過去５年間（※６）に元請けとして完成した「土木一式工
事」の工事成績評定点の平均点（※７）

／2.0点

２
者
復
興
J
V
の
場
合

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１０）を平成２８年４月１日から
平成２９年５月３１日までに代表構成員が元請けとして受注契約したもののう
ち、当初請負額が１，５００万円以上、若しくは平成２９年５月３１日までに竣工
検査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事では最終請負額が１，５
００万円以上の「土木一式工事」の総工事件数

／1.5点

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１０）を平成２８年４月１日から
平成２９年５月３１日までに構成員２が元請けとして受注契約したもののうち、
当初請負額が１，５００万円以上、若しくは平成２９年５月３１日までに竣工検
査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事では最終請負額が１，５０
０万円以上の「土木一式工事」の総工事件数

／1.5点

単
体
の
場
合

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１０）を平成２８年４月１日から
平成２９年５月３１日までに元請けとして受注契約したもののうち、当初請負
額が１，５００万円以上、若しくは平成２９年５月３１日までに竣工検査及び工
事目的物の引き渡しが完了している工事では最終請負額が１，５００万円以
上の「土木一式工事」の総工事件数

／3.0点

代表構成員、構成員２及び構成員
３の

震災関連等工事（※１０）で
同一許可業種の工事受注状況

　　語句の定義

（※４）○○工事 ：請負額○○○○万円以上の○○○の工事。

（※７）「土木一式工事」の工事成績評定点の平均点 ：同一許可業種で、請負額５００万円を超える工事を対象として
計算し、小数第１位を四捨五入して整数止めとする。

（※９）「土木一式工事」の工事成績評定点：同一許可業種で、請負額2,500万円以上の工事。

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）
に元請けとして完成した「○○工事（※４）」の施工経験
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

配
置
予
定
技
術
者
の
評
価

（復興JVは代表構成員の）
主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての当該工事と同一許可
業種の工事成績評定点

国（※１）又は熊本県発注工事で、平成２４年度以降（※８）に主任（監理）技術者
又は現場代理人として従事し、完成した「土木一式工事」の工事成績評定点（※
９）（評価する工事は、１件とする。）

復興ＪＶによる入札参加 復興ＪＶによる当該工事への入札参加の有無
／5.0点

／3.0点

（※１０）震災関連等工事：①平成２８年熊本地震・豪雨災害、平成２９年九州北部豪雨、及び平成２４年九州北部豪雨に係る復旧工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②①に係る関連工事：・災関緊、激特、復旧治山及び林地荒廃防止事業等に係る工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・①の災害に起因する再度災害防止に係るその他の事業（通常事業を含む）に係る工事。

（復興JVは代表構成員の）
配置予定技術者の資格

「1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士又は技術士（建設部門）」の資格
取得者の取得後経過年数を評価 ／1.0点

（復興JVは代表構成員の）
主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての同種工事（※４）の施
工経験

工事成績評定点 配点（企業） 配点（技術者）

83点以上 2.00点 3.00点

82点 1.80点 2.70点

81点 1.60点 2.40点

80点 1.40点 2.10点

79点 1.20点 1.80点

78点 1.00点 1.50点

77点 0.80点 1.20点

76点 0.60点 0.90点

75点 0.40点 0.60点

74点 0.20点 0.30点

73点以下 0.00点 0.00点

※配点は【満点×（工事成績評定点－73点）÷10】により計算

し、小数第３位を四捨五入し、小数第２位止めとする。

【参考２】評価基準（様式１０）の新旧比較 

 

１．＜土木一式工事＞震災関連等工事型（ＪＳ型）の場合（評価基準の一例） 

 

＜現行＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○予定価格３億円未満の工事

【震災関連等工事型（ＪＳ型）】

様式１０ 評価に関する基準　（簡易型Ⅱ－ＪＳ）（土木一式）

評 価 基 準 配点 得点

1.0点

0.75点

0.5点

0.25点

0.0点

83点以上 2.0点

74～82点 0.20点～1.80点

73点以下、又は実績なし 0.0点

復興ＪＶによる参加 5.0点

企業単体による参加 0.0点

受注件数１０件以上 3.0点

受注件数０件 0.0点

受注件数１０件以上 1.5点

受注件数０件 0.0点

受注件数１０件以上 1.5点

受注件数０件 0.0点

小計（企業） ／11.00点

指定資格取得後5年以上 1.0点

指定資格取得後5年未満 0.5点

指定資格未取得 0.0点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

小計（技術者） ／6.0点

合　　　計 ／17.0点

（※１）国 ：独立行政法人、日本下水道事業団を含む。

（※２）熊本県内市町村：特別地方公共団体を含む。

（※３）平成１９年度以降 ：平成１９年４月１日から入札公告日までの間。

（※５）熊本県：熊本県土木部、農林水産部、教育庁及び企業局。

（※６）過去５年間：平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※８）平成２４年度以降：平成２４年４月１日から入札公告日までの間。

評価項目 評価内容

企
業
の
評
価

（復興JVは代表構成員の）
同種工事（※４）の施工実績

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）
に元請けとして完成した「○○工事（※４）」の施工実績
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき０．５点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．２５点。

／1.0点

（復興JVは代表構成員の）
当該工事と同一許可業種の
工事成績評定点の平均点

熊本県（※５）発注工事で過去５年間（※６）に元請けとして完成した「土木一式工
事」の工事成績評定点の平均点（※７）

／2.0点

復興ＪＶによる入札参加 復興ＪＶによる当該工事への入札参加の有無
／5.0点

代表構成員、構成員２及び構成員
３の

震災関連等工事（※１０）で
同一許可業種の工事受注状況

単
体
の
場
合

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１０）を平成２８年４月１日から
平成３０年３月３１日までに元請けとして受注契約したもののうち、当初請負
額が１，５００万円以上、若しくは平成３０年３月３１日までに竣工検査及び工
事目的物の引き渡しが完了している工事では最終請負額が１，５００万円以
上の「土木一式工事」の総工事件数

／3.0点受注件数９～１件
2.7点

～
0.3点

２
者
復
興
J
V
の
場
合

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１０）を平成２８年４月１日から
平成３０年３月３１日までに代表構成員が元請けとして受注契約したもののう
ち、当初請負額が１，５００万円以上、若しくは平成３０年３月３１日までに竣工
検査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事では最終請負額が１，５
００万円以上の「土木一式工事」の総工事件数

／1.5点受注件数９～１件
1.35点

～
0.15点

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１０）を平成２８年４月１日から
平成３０年３月３１日までに構成員２が元請けとして受注契約したもののうち、
当初請負額が１，５００万円以上、若しくは平成３０年３月３１日までに竣工検
査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事では最終請負額が１，５０
０万円以上の「土木一式工事」の総工事件数

／1.5点受注件数９～１件
1.35点

～
0.15点

／1.0点

（復興JVは代表構成員の）
主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての同種工事（※４）の施
工経験

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）
に元請けとして完成した「○○工事（※４）」の施工経験
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

（※７）「土木一式工事」の工事成績評定点の平均点 ：同一許可業種で、請負額５００万円を超える工事を対象として
計算し、小数第１位を四捨五入して整数止めとする。

配
置
予
定
技
術
者
の
評
価

（復興JVは代表構成員の）
配置予定技術者の資格

「1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士又は技術士（建設部門）」の資格
取得者の取得後経過年数を評価

（復興JVは代表構成員の）
主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての当該工事と同一許可
業種の工事成績評定点

国（※１）又は熊本県発注工事で、平成２４年度以降（※８）に主任（監理）技術者
又は現場代理人として従事し、完成した「土木一式工事」の工事成績評定点（※
９）（評価する工事は、１件とする。）

／3.0点

　　語句の定義

（※４）○○工事 ：請負額○○○○万円以上の○○○の工事。

（※９）「土木一式工事」の工事成績評定点：同一許可業種で、請負額2,500万円以上の工事。

（※１０）震災関連等工事：①平成２８年熊本地震・豪雨災害、平成２９年九州北部豪雨、及び平成２４年九州北部豪雨に係る復旧工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②①に係る関連工事：・災関緊、激特、復旧治山及び林地荒廃防止事業等に係る工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・①の災害に起因する再度災害防止に係るその他の事業（通常事業を含む）に係る工事。

工事成績評定点 配点（企業） 配点（技術者）

83点以上 2.00点 3.00点

82点 1.80点 2.70点

81点 1.60点 2.40点

80点 1.40点 2.10点

79点 1.20点 1.80点
78点 1.00点 1.50点
77点 0.80点 1.20点
76点 0.60点 0.90点
75点 0.40点 0.60点
74点 0.20点 0.30点

73点以下 0.00点 3.00点

※配点は【満点×（工事成績評定点－73点）÷10】により計算し、

小数第３位を四捨五入し、小数第２位止めとする。
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２．＜土木一式工事＞通常工事型の場合（評価基準の一例） 

 

＜現行＞ 

 

 

  

【通常工事】

様式１０ 評価に関する基準　（簡易型Ⅱ）（土木一式）

評 価 内 容 評 価 基 準 配点 得点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等表彰の実績あり 1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等表彰の実績あり 0.5点

上記に該当しない 0.0点

○○地域振興局管内 2.0点

上記に該当しない 0.0点

協定締結あり 1.0点

協定締結なし 0.0点

活動の実績あり 1.0点

活動の実績なし 0.0点

使用する 1.0点

使用しない 0.0点

全ての１次下請が県内企業で、そのうち○○地域振興局管内の土木一
式工事B等級又はC等級企業への１社以上の下請を含む。
又は、全て自社施工

1.0点

上記に該当しない 0.0点

単独で活動の実績あり 1.0点

団体で活動の実績あり 0.5点

活動実績なし 0.0点

小計（企業実績等） ／11.00点

補正率 10点/小計点 10/11

補正後の得点
（企業実績等）

加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

受注件数０件 1.0点

受注件数１件 0.5点

受注件数２件以上 0.0点

受注件数５件以上 1.0点

受注件数４件 0.8点

受注件数３件 0.6点

受注件数２件 0.4点

受注件数１件 0.2点

受注件数０件 0.0点

小計（企業） ／12.00点

指定資格取得後5年以上 2.0点

指定資格取得後5年未満 1.0点

指定資格未取得 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

0.5点

上記に該当しない 0.0点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

20ユニット（単位）以上 1.0点

10～19ユニット（単位） 0.5点

0～9ユニット（単位） 0.0点

配置する（現場代理人と兼務する） 1.0点

配置する（現場代理人と兼務しない） 0.5点

配置しない 0.0点

小計（技術者） ／10.00点

補正率 10点/小計点 10/10

補正後の得点（技術者） 加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

合　　　計 ／22.00点

（※２）熊本県内市町村：特別地方公共団体含む。

（※３）平成１９年度以降 ：平成１９年４月１日から入札公告日までの間。

（※５）熊本県：熊本県土木部、農林水産部、教育庁及び企業局。

（※６）過去５年間：平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※８）平成２４年度以降：平成２４年４月１日から入札公告日までの間。

（※９）同種、異種：建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類。

震災関連等工事（※１６）で同一
許可業種の工事受注状況

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１６）を平成２８年４月１日から平成２９年５月３１
日までに元請けとして受注契約したもののうち、当初請負額が１，５００万円以上、若しくは平
成２９年５月３１日までに竣工検査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事では最終
請負額が１，５００万円以上の「土木一式工事」の総工事件数

／1.0点

／1.0点

地域貢献度
○○地域振興局長との災害協定の締結

／3.0点

本工事で使用する主要資材『別表１』の県産資材（※１０）使用の有無

全ての１次下請が県内企業（※１１）（管内のB等級又はC等級企業（※１２）を含む）、又は県
内企業による全て自社施工

過去２年間（※１３）の社会貢献活動の実績

優良工事等表彰の有無 国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等表彰の実
績 ／1.0点

地域精通度 建設業法上の主たる営業所の所在地 ／2.0点

国（※１）又は熊本県発注工事で、平成２４年度以降（※８）に主任（監理）技術者又は現場代
理人として従事し、完成した「土木一式工事」の工事成績評定点（※１４）　（評価する工事
は、１件とする。）

／1.0点

評価項目

同種工事（※４）の施工実績 国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請け
として完成した「○○工事（※４）」の施工実績
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

企
業
の
評
価

○○地域振興局管内における平成２７年４月１日以降の災害支援活動の実績

当該工事と同一許可業種の
工事受注状況

熊本県（※５）が発注した工事で、平成２９年６月１日から当該工事入札公告日までに元請け
として受注契約した予定価格３，０００万円以上の「土木一式工事」の工事件数
ただし、震災関連等工事（※１６）で元請けとして受注契約した工事は除く。

当該工事と同一許可業種の
工事成績評定点の平均点

熊本県（※５）発注工事で過去５年間（※６）に元請けとして完成した「土木一式工事」の工事
成績評定点の平均点（※７） ／3.0点

（※１）国 ：独立行政法人、日本下水道事業団を含む。

／1.0点

（※４）○○工事 ：請負額○○○○万円以上の○○○の工事。

／2.0点

／3.0点

継続教育の取得状況 過去２年間（※１３）に取得した建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の単位取得数
／1.0点

　　語句の定義

配
置
予
定
技
術
者
の
評
価

主任（監理）技術者、又は現場
代理人としての同種工事（※４）
の施工経験

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請け
として完成した「○○工事（※４）」の施工経験
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

若手技術者の追加配置 当工事における若手技術者（主任（監理）技術者以外）の追加配置及び現場代理人との兼務
（ただし、当工事の主任技術者となる資格を有する者のうち、４０歳未満の者で直接的かつ恒常的な雇用関
係にある者（※１５）に限る。）

主任（監理）技術者、又は現場
代理人としての当該工事と同一
許可業種の工事成績評定点

配置予定技術者の資格 「1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士又は技術士（建設部門）」の資格取得者の
取得後経過年数を評価

／2.0点

優良工事等表彰の技術者表彰
の有無

国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等技術者表
彰の実績

（※７）「土木一式工事」の工事成績評定点の平均点 ：同一許可業種で、請負額５００万円を超える工事を対象として計算し、
小数第１位を四捨五入して整数止めとする。

（※１０）県産資材：一般競争入札公告共通事項書に示すとおり。

（※１１）県内企業：県内に主たる営業所を有する建設業者。

（※１４）「土木一式工事」の工事成績評定点：同一許可業種で、請負額2,500万円以上の工事。

（※１５）直接的かつ恒常的な雇用関係にある者：競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して３か月以上雇用関
係にある者。

（※１２）管内のB等級又はC等級企業：○○地域振興局管内に主たる営業所を有する「土木一式工事」B等級、又はC等級企
業。

（※１３）過去２年間：平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※１６）震災関連等工事：①平成２８年熊本地震・豪雨災害、平成２９年九州北部豪雨、及び平成２４年九州北部豪雨に係る復旧工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②①に係る関連工事：・災関緊、激特、復旧治山及び林地荒廃防止事業等に係る工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・①の災害に起因する再度災害防止に係るその他の事業（通常事業を含む）に係る工事。

工事成績評定点 配点（企業） 配点（技術者）

83点以上 3.00点 3.00点

82点 2.70点 2.70点

81点 2.40点 2.40点

80点 2.10点 2.10点

79点 1.80点 1.80点

78点 1.50点 1.50点

77点 1.20点 1.20点

76点 0.90点 0.90点

75点 0.60点 0.60点

74点 0.30点 0.30点

73点以下 0.00点 0.00点

※配点は【満点×（工事成績評定点－73点）÷10】により計算

し、小数第３位を四捨五入し、小数第２位止めとする。



【通常工事】

様式１０ 評価に関する基準　（簡易型Ⅱ）（土木一式）

評 価 内 容 評 価 基 準 配点 得点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等表彰の実績あり 1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等表彰の実績あり 0.5点

上記に該当しない 0.0点

○○地域振興局管内 2.0点

上記に該当しない 0.0点

協定締結あり 1.0点

協定締結なし 0.0点

活動の実績あり 1.0点

活動の実績なし 0.0点

使用する 1.0点

使用しない 0.0点

全ての１次下請が県内企業で、そのうち○○地域振興局管内の土木一
式工事B等級又はC等級企業への１社以上の下請を含む。
又は、全て自社施工

1.0点

上記に該当しない 0.0点

単独で活動の実績あり 1.0点

団体で活動の実績あり 0.5点

活動実績なし 0.0点

小計（企業実績等） ／11.00点

補正率 10点/小計点 10/11

補正後の得点
（企業実績等）

加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

受注件数０件 1.0点

受注件数１件 0.5点

受注件数２件以上 0.0点

受注件数１０件以上 1.0点

受注件数０件 0.0点

小計（企業） ／12.00点

指定資格取得後5年以上 2.0点

指定資格取得後5年未満 1.0点

指定資格未取得 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

0.5点

上記に該当しない 0.0点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

20ユニット（単位）以上 1.0点

10～19ユニット（単位） 0.5点

0～9ユニット（単位） 0.0点

配置する（現場代理人と兼務する） 1.0点

配置する（現場代理人と兼務しない） 0.5点

配置しない 0.0点

小計（技術者） ／10.00点

補正率 10点/小計点 10/10

補正後の得点（技術者） 加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

合　　　計 ／22.00点

（※２）熊本県内市町村：特別地方公共団体含む。

（※３）平成１９年度以降 ：平成１９年４月１日から入札公告日までの間。

（※５）熊本県：熊本県土木部、農林水産部、教育庁及び企業局。

（※６）過去５年間：平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※８）平成２４年度以降：平成２４年４月１日から入札公告日までの間。

（※９）同種、異種：建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類。

震災関連等工事（※１６）で同一
許可業種の工事受注状況

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１６）を平成２８年４月１日から平成３０年３月３１
日までに元請けとして受注契約したもののうち、当初請負額が１，５００万円以上、若しくは平
成３０年３月３１日までに竣工検査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事では最終
請負額が１，５００万円以上の「土木一式工事」の総工事件数

／1.0点

／1.0点

地域貢献度
○○地域振興局長との災害協定の締結

／3.0点

本工事で使用する主要資材『別表１』の県産資材（※１０）使用の有無

全ての１次下請が県内企業（※１１）（管内のB等級又はC等級企業（※１２）を含む）、又は県
内企業による全て自社施工

過去２年間（※１３）の社会貢献活動の実績

受注件数９～１件
0.9点

～
0.1点

優良工事等表彰の有無 国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等表彰の実
績 ／1.0点

地域精通度 建設業法上の主たる営業所の所在地 ／2.0点

国（※１）又は熊本県発注工事で、平成２４年度以降（※８）に主任（監理）技術者又は現場代
理人として従事し、完成した「土木一式工事」の工事成績評定点（※１４）　（評価する工事
は、１件とする。）

／1.0点

評価項目

同種工事（※４）の施工実績 国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請け
として完成した「○○工事（※４）」の施工実績
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

企
業
の
評
価

○○地域振興局管内における平成２７年４月１日以降の災害支援活動の実績

当該工事と同一許可業種の
工事受注状況

熊本県（※５）が発注した工事で、平成２９年６月１日から当該工事入札公告日までに元請け
として受注契約した予定価格３，０００万円以上の「土木一式工事」の工事件数
ただし、震災関連等工事（※１６）で元請けとして受注契約した工事は除く。

当該工事と同一許可業種の
工事成績評定点の平均点

熊本県（※５）発注工事で過去５年間（※６）に元請けとして完成した「土木一式工事」の工事
成績評定点の平均点（※７） ／3.0点

（※１）国 ：独立行政法人、日本下水道事業団を含む。

／1.0点

（※４）○○工事 ：請負額○○○○万円以上の○○○の工事。

／2.0点

／3.0点

継続教育の取得状況 過去２年間（※１３）に取得した建設系ＣＰＤ協議会加盟団体の単位取得数
／1.0点

　　語句の定義

配
置
予
定
技
術
者
の
評
価

主任（監理）技術者、又は現場
代理人としての同種工事（※４）
の施工経験

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請け
として完成した「○○工事（※４）」の施工経験
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

若手技術者の追加配置 当工事における若手技術者（主任（監理）技術者以外）の追加配置及び現場代理人との兼務
（ただし、当工事の主任技術者となる資格を有する者のうち、４０歳未満の者で直接的かつ恒常的な雇用関
係にある者（※１５）に限る。）

主任（監理）技術者、又は現場
代理人としての当該工事と同一
許可業種の工事成績評定点

配置予定技術者の資格 「1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士又は技術士（建設部門）」の資格取得者の
取得後経過年数を評価

／2.0点

優良工事等表彰の技術者表彰
の有無

国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等技術者表
彰の実績

（※７）「土木一式工事」の工事成績評定点の平均点 ：同一許可業種で、請負額５００万円を超える工事を対象として計算し、
小数第１位を四捨五入して整数止めとする。

（※１０）県産資材：一般競争入札公告共通事項書に示すとおり。

（※１１）県内企業：県内に主たる営業所を有する建設業者。

（※１４）「土木一式工事」の工事成績評定点：同一許可業種で、請負額2,500万円以上の工事。

（※１５）直接的かつ恒常的な雇用関係にある者：競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して３か月以上雇用関
係にある者。

（※１２）管内のB等級又はC等級企業：○○地域振興局管内に主たる営業所を有する「土木一式工事」B等級、又はC等級企
業。

（※１３）過去２年間：平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※１６）震災関連等工事：①平成２８年熊本地震・豪雨災害、平成２９年九州北部豪雨、及び平成２４年九州北部豪雨に係る復旧工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②①に係る関連工事：・災関緊、激特、復旧治山及び林地荒廃防止事業等に係る工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・①の災害に起因する再度災害防止に係るその他の事業（通常事業を含む）に係る工事。

工事成績評定点 配点（企業） 配点（技術者）

83点以上 3.00点 3.00点

82点 2.70点 2.70点

81点 2.40点 2.40点

80点 2.10点 2.10点

79点 1.80点 1.80点

78点 1.50点 1.50点

77点 1.20点 1.20点

76点 0.90点 0.90点

75点 0.60点 0.60点

74点 0.30点 0.30点

73点以下 0.00点 0.00点

※配点は【満点×（工事成績評定点－73点）÷10】により計算
し、小数第３位を四捨五入し、小数第２位止めとする。

 

 

＜H30.4.2 見直し版＞ 

 

 

  



【通常工事】

様式１０ 評価に関する基準　（簡易型Ⅱ）（建築一式）

評 価 内 容 評 価 基 準 配点 得点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等表彰の実績あり 1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等表彰の実績あり

当該工事と同種（※９）の建築住宅局優良工事表彰
の実績あり

上記に該当しない 0.0点

○○地域振興局管内 2.0点

上記に該当しない 0.0点

協定締結あり 1.0点

協定締結なし 0.0点

活動の実績あり 1.0点

活動の実績なし 0.0点

使用する 1.0点

使用しない 0.0点

全ての１次下請が県内企業、又は
全て自社施工

1.0点

上記に該当しない 0.0点

単独で活動の実績あり 1.0点

団体で活動の実績あり 0.5点

活動実績なし 0.0点

配置する 1.0点

配置しない 0.0点

小計（企業実績等） ／12.00点

補正率 10点/小計点 10/12

補正後の得点
（企業実績等）

加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

受注件数０件 1.0点

受注件数１件 0.5点

受注件数２件以上 0.0点

受注件数２件以上 1.0点

受注件数１件 0.5点

受注件数０件 0.0点

小計（企業） ／12.00点

指定資格取得後5年以上 2.0点

指定資格取得後5年未満 1.0点

指定資格未取得 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

当該工事と同種（※９）の建築住宅局優良工事表彰
の実績あり

上記に該当しない 0.0点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

20ユニット（単位）以上 1.0点

10～19ユニット（単位） 0.5点

0～9ユニット（単位） 0.0点

配置する（現場代理人と兼務する） 1.0点

配置する（現場代理人と兼務しない） 0.5点

配置しない 0.0点

小計（技術者） ／10.00点

補正率（技術者） 10点/小計点 10/10

補正後の得点 加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

合　　　計 ／22.00点

（※２）熊本県内市町村：特別地方公共団体含む。

（※３）平成１９年度以降 ：平成１９年４月１日から入札公告日までの間。

（※５）熊本県：熊本県土木部、農林水産部、教育庁及び企業局。

（※６）過去１０年間：平成１９年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※８）平成２４年度以降：平成２４年４月１日から入札公告日までの間。

（※９）同種、異種：建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類。

（※１１）県内企業：県内に主たる営業所を有する建設業者。

（※１）国 ：独立行政法人、国立大学法人を含む。

配
置
予
定
技
術
者
の
評
価

配置予定技術者の資格 「１級建築士又は1級建築施工管理技士」の資格取得者の取得後経過年数を評価

／2.0点

／1.0点

若手技術者の追加配置

当工事における若手技術者（主任（監理）技術者以外）の追加配置及び現場代理人との兼務
（ただし、当工事の主任技術者となる資格を有する者のうち、４０歳未満の者で直接的かつ恒常的な雇
用関係にある者（※１４）に限る） ／1.0点

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

／1.0点0.5点

継続教育の取得状況 過去２年間（※１２）に取得した建築ＣＰＤ運営会議加盟団体の単位取得数

主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての同種工事（※４）の施
工経験

地域精通度

（※７）「建築一式工事」の工事成績評定点の平均点 ：同一許可業種で、請負額５００万円を超える工事を対象として計算し、
小数第１位を四捨五入して整数止めとする。

（※１０）県産資材：一般競争入札公告共通事項書に示すとおり。

（※１３）「建築一式工事」の工事成績評定点：同一許可業種で、請負額2,500万円以上の工事。

（※１４）直接的かつ恒常的な雇用関係にある者：競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して３か月以上雇用関
係にある者。

（※１２）過去２年間：平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※１５）震災関連等工事：①平成２８年熊本地震・豪雨災害、平成２９年九州北部豪雨、及び平成２４年九州北部豪雨に係る復旧工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②①に係る関連工事：・災関緊、激特、復旧治山及び林地荒廃防止事業等に係る工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・①の災害に起因する再度災害防止に係るその他の事業（通常事業を含む）に係る工事。

（※４）○○工事 ：請負額○○○○万円以上の○○○の工事。

　　語句の定義

主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての当該工事と同一許可
業種の工事成績評定点

国（※１）又は熊本県発注工事で、平成１９年度以降（※３）に主任（監理）技術者又は現
場代理人として従事し、完成した「建築一式工事」の工事成績評定点（※１３）　（評価する
工事は、１件とする。）

／3.0点

同種工事（※４）の施工実績 国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請
けとして完成した「○○工事（※４）」の施工実績
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

評価項目

企
業
の
評
価

／2.0点

優良工事等表彰の有無

当該工事と同一許可業種の
工事成績評定点の平均点

熊本県（※５）発注工事で過去１０年間（※６）に元請けとして完成した「建築一式工事」の
工事成績評定点の平均点（※７）

／1.0点

地域貢献度

／3.0点全ての１次下請が県内企業（※１１）、又は県内企業による全て自社施工

過去２年間（※１２）の社会貢献活動の実績

／3.0点

0.5点

本工事で使用する主要資材『別表１』の県産資材（※１０）使用の有無

熊本県土木部長との災害協定の締結（主たる営業所が○○地域振興局管内に存する場
合にのみ評価する。）

／1.0点

建設業法上の主たる営業所の所在地

国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等表彰の
実績

○○地域振興局管内における平成２７年４月１日以降の災害支援活動の実績

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請
けとして完成した「○○工事（※４）」の施工経験
（評価する工事は、２件とする。）

優良工事等表彰の技術者表彰の
有無

国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等技術者
表彰の実績

震災関連等工事（※１５）で同一許
可業種の工事受注状況

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１５）を平成２８年４月１日から平成２９年５月
３１日までに元請けとして受注契約したもののうち、当初請負額が１，５００万円以上、若し
くは平成２９年５月３１日までに竣工検査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事
では最終請負額が１，５００万円以上の「建築一式工事」の総工事件数

／1.0点

登録基幹技能者の配置 当該工事に次の種類の登録基幹技能者を配置
　種類：○○ 1.0点

当該工事と同一許可業種の
工事受注状況

熊本県（※５）が発注した工事で、平成２９年６月１日から当該工事入札公告日までに元
請けとして受注契約した予定価格３，０００万円以上の「建築一式工事」の工事件数
ただし、震災関連等工事（※１５）で元請けとして受注契約した工事は除く。

工事成績評定点 配点（企業） 配点（技術者）

83点以上 3.00点 3.00点

82点 2.70点 2.70点

81点 2.40点 2.40点

80点 2.10点 2.10点

79点 1.80点 1.80点

78点 1.50点 1.50点

77点 1.20点 1.20点

76点 0.90点 0.90点

75点 0.60点 0.60点

74点 0.30点 0.30点

73点以下 0.00点 0.00点

※配点は【満点×（工事成績評定点－73点）÷10】により計算

し、小数第３位を四捨五入し、小数第２位止めとする。

３．＜建築一式工事＞通常工事型の場合（評価基準の一例） 

 

＜現行＞ 

 

  



【通常工事】

様式１０ 評価に関する基準　（簡易型Ⅱ）（建築一式）

評 価 内 容 評 価 基 準 配点 得点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等表彰の実績あり 1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等表彰の実績あり

当該工事と同種（※９）の建築住宅局優良工事表彰
の実績あり

上記に該当しない 0.0点

○○地域振興局管内 2.0点

上記に該当しない 0.0点

協定締結あり 1.0点

協定締結なし 0.0点

活動の実績あり 1.0点

活動の実績なし 0.0点

使用する 1.0点

使用しない 0.0点

全ての１次下請が県内企業、又は
全て自社施工

1.0点

上記に該当しない 0.0点

単独で活動の実績あり 1.0点

団体で活動の実績あり 0.5点

活動実績なし 0.0点

配置する 1.0点

配置しない 0.0点

小計（企業実績等） ／12.00点

補正率 10点/小計点 10/12

補正後の得点
（企業実績等）

加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

受注件数０件 1.0点

受注件数１件 0.5点

受注件数２件以上 0.0点

受注件数２件以上 1.0点

受注件数１件 0.5点

受注件数０件 0.0点

小計（企業） ／12.00点

指定資格取得後5年以上 2.0点

指定資格取得後5年未満 1.0点

指定資格未取得 0.0点

当該工事と同種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

1.0点

当該工事と異種（※９）の優良工事等技術者表彰
の実績あり

当該工事と同種（※９）の建築住宅局優良工事表彰
の実績あり

上記に該当しない 0.0点

2.0点

1.5点

1.0点

0.5点

0.0点

83点以上 3.0点

74～82点 0.30点～2.70点

73点以下、又は実績なし 0.0点

20ユニット（単位）以上 1.0点

10～19ユニット（単位） 0.5点

0～9ユニット（単位） 0.0点

配置する（現場代理人と兼務する） 1.0点

配置する（現場代理人と兼務しない） 0.5点

配置しない 0.0点

小計（技術者） ／10.00点

補正率（技術者） 10点/小計点 10/10

補正後の得点 加算点×補正率＝（小数第３位を四捨五入) ／10.00点

合　　　計 ／22.00点

（※２）熊本県内市町村：特別地方公共団体含む。

（※３）平成１９年度以降 ：平成１９年４月１日から入札公告日までの間。

（※５）熊本県：熊本県土木部、農林水産部、教育庁及び企業局。

（※６）過去１０年間：平成１９年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※８）平成２４年度以降：平成２４年４月１日から入札公告日までの間。

（※９）同種、異種：建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類。

（※１１）県内企業：県内に主たる営業所を有する建設業者。

（※１）国 ：独立行政法人、国立大学法人を含む。

配
置
予
定
技
術
者
の
評
価

配置予定技術者の資格 「１級建築士又は1級建築施工管理技士」の資格取得者の取得後経過年数を評価

／2.0点

／1.0点

若手技術者の追加配置

当工事における若手技術者（主任（監理）技術者以外）の追加配置及び現場代理人との兼務
（ただし、当工事の主任技術者となる資格を有する者のうち、４０歳未満の者で直接的かつ恒常的な雇
用関係にある者（※１４）に限る） ／1.0点

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

／1.0点0.5点

継続教育の取得状況 過去２年間（※１２）に取得した建築ＣＰＤ運営会議加盟団体の単位取得数

主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての同種工事（※４）の施
工経験

地域精通度

（※７）「建築一式工事」の工事成績評定点の平均点 ：同一許可業種で、請負額５００万円を超える工事を対象として計算し、
小数第１位を四捨五入して整数止めとする。

（※１０）県産資材：一般競争入札公告共通事項書に示すとおり。

（※１３）「建築一式工事」の工事成績評定点：同一許可業種で、請負額2,500万円以上の工事。

（※１４）直接的かつ恒常的な雇用関係にある者：競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して３か月以上雇用関
係にある者。

（※１２）過去２年間：平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間。

（※１５）震災関連等工事：①平成２８年熊本地震・豪雨災害、平成２９年九州北部豪雨、及び平成２４年九州北部豪雨に係る復旧工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　 ②①に係る関連工事：・災関緊、激特、復旧治山及び林地荒廃防止事業等に係る工事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・①の災害に起因する再度災害防止に係るその他の事業（通常事業を含む）に係る工事。

（※４）○○工事 ：請負額○○○○万円以上の○○○の工事。

　　語句の定義

主任（監理）技術者、又は現場代
理人としての当該工事と同一許可
業種の工事成績評定点

国（※１）又は熊本県発注工事で、平成１９年度以降（※３）に主任（監理）技術者又は現
場代理人として従事し、完成した「建築一式工事」の工事成績評定点（※１３）　（評価する
工事は、１件とする。）

／3.0点

同種工事（※４）の施工実績 国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請
けとして完成した「○○工事（※４）」の施工実績
（評価する工事は、２件とする。）

・国又は熊本県発注工事は、１件につき１点。
・熊本県内市町村発注工事は、１件につき０．５点。

／2.0点

評価項目

企
業
の
評
価

／2.0点

優良工事等表彰の有無

当該工事と同一許可業種の
工事成績評定点の平均点

熊本県（※５）発注工事で過去１０年間（※６）に元請けとして完成した「建築一式工事」の
工事成績評定点の平均点（※７）

／1.0点

地域貢献度

／3.0点全ての１次下請が県内企業（※１１）、又は県内企業による全て自社施工

過去２年間（※１２）の社会貢献活動の実績

／3.0点

0.5点

本工事で使用する主要資材『別表１』の県産資材（※１０）使用の有無

熊本県土木部長との災害協定の締結（主たる営業所が○○地域振興局管内に存する場
合にのみ評価する。）

／1.0点

建設業法上の主たる営業所の所在地

国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等表彰の
実績

○○地域振興局管内における平成２７年４月１日以降の災害支援活動の実績

国（※１）、熊本県又は熊本県内市町村（※２）発注工事で平成１９年度以降（※３）に元請
けとして完成した「○○工事（※４）」の施工経験
（評価する工事は、２件とする。）

優良工事等表彰の技術者表彰の
有無

国土交通省又は熊本県発注工事で平成２４年度以降（※８）における優良工事等技術者
表彰の実績

震災関連等工事（※１５）で同一許
可業種の工事受注状況

熊本県（※５）が発注した震災関連等工事（※１５）を平成２８年４月１日から平成３０年３月
３１日までに元請けとして受注契約したもののうち、当初請負額が１，５００万円以上、若し
くは平成３０年３月３１日までに竣工検査及び工事目的物の引き渡しが完了している工事
では最終請負額が１，５００万円以上の「建築一式工事」の総工事件数

／1.0点

登録基幹技能者の配置 当該工事に次の種類の登録基幹技能者を配置
　種類：○○ 1.0点

当該工事と同一許可業種の
工事受注状況

熊本県（※５）が発注した工事で、平成２９年６月１日から当該工事入札公告日までに元
請けとして受注契約した予定価格３，０００万円以上の「建築一式工事」の工事件数
ただし、震災関連等工事（※１５）で元請けとして受注契約した工事は除く。

工事成績評定点 配点（企業） 配点（技術者）

83点以上 3.00点 3.00点

82点 2.70点 2.70点

81点 2.40点 2.40点

80点 2.10点 2.10点

79点 1.80点 1.80点

78点 1.50点 1.50点

77点 1.20点 1.20点

76点 0.90点 0.90点

75点 0.60点 0.60点

74点 0.30点 0.30点

73点以下 0.00点 0.00点

※配点は【満点×（工事成績評定点－73点）÷10】により計算
し、小数第３位を四捨五入し、小数第２位止めとする。
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