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「沖縄総合事務 開発建設部 タ 業務等 お る

改定の経緯等

「沖縄総合事務局開発建設部のコンサルタント業務等における
プロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン（案）」

○ 「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び○ 「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び
総合評価落札方式の運用ガイドライン

○ 通達による見直、委員会での指摘

運用ガイドライン(案)改定

注意事項
①随時必要事項等を追加、修正する。

②説明の評価項目等の設定は、一般的、標準的なものとして記載しており、
個々の業務特性、地域特性に応じて適宜見直すことがある。



平成２３年度変更の要点等

①技術提案書作成時に資料閲覧可
資料閲覧が可能な業務において、入札参加希望者の業務内容の理解度を深め、資料閲覧が可能な業務において、入札参加希望者の業務内容の理解度を深め、
より優れた技術提案書を期待。

②技術提案の評価項目に「履行確実性」を追加②技術提案の評価項目に「履行確実性」を追加
技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため新たに追加。

③技術者評価型プ ポ ザ 方式の取りやめ③技術者評価型プロポーザル方式の取りやめ
高度な技術検討を要する業務にも関わらず特定テーマが設定されていないこと
からから実施しない。
(平成２２年１０月１日以降に公告する建設コンサルタント業務等から実施)



（参考）平成２２年度の要点等
①政府調達協定対象額の見直し（H22.1.25財務省告示第27号）に伴①政府調達協定対象額の見直し（ 財務省告示第 号） 伴
い、対象額7,900万円を6,900万円に修正。

②総 方 びプ ポ ザ 方 業務成績 び表彰②総合評価方式及びプロポーザル方式における業務成績及び表彰の
適用年数の改定
・管理技術者の業務成績 3年⇒４年・管理技術者の業務成績 3年⇒４年

表彰適用 10年⇒4年
・企業の業務成績 3年⇒2年業 業務成績 年 年

表彰適用 10年⇒2年

③担当技術者は最大3名ま とし そ 平均点 評価し たが③担当技術者は最大3名までとして、その平均点で評価していたが、
人数に対する評価が無かったことから配置予定人数に応じて低減率を
設定できるものとした ※業務規模で適用除外あり設定できるものとした。 ※業務規模で適用除外あり。

④実施方針や特定（評価）テーマの5段階評価内容の見直し④
従来C評価（欠格、又は選定しない）も入れて5段階評価していたが、
C評価は除外して新にＡＡ評価を加え5段階評価の見直しを行った。
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１ 入札・契約手続き選定の考え方

建設コンサルタント業務等の契約にあたっては 当該業務の内

１．入札 契約手続き選定の考え方

建設コンサルタント業務等の契約にあたっては、当該業務の内
容に照らして技術的な工夫の余地が小さい場合を除き下記のいず
れかの方式を選択することを基本とする。

○ プロポーザル方式
○ 競争 札方式 総合評価落札方式 価格競争○ 競争入札方式(総合評価落札方式、 価格競争)

※発注方式の選定に当っては、「発注方式の選定フロー」
（図Ⅰ－１）に基づき 適切に設定する（図Ⅰ １）に基づき 適切に設定する。
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2
プロポーザル方式 競争入札方式



建設コンサルタント業務等における標準的な
発注方式事例発注方式事例
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予定価格に応じた発注方式の分類
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２．入札方法等 1/3

求める

手続き、タイプ別整理表

手続き方式 タイプ分類 技術提案の内容 業者選定の方法 技術力の
イメージ

プロポーザル ・予定技術者の経験・能力
・公募型

プロポーザル
方式

総合評価型
・予定技術者の経験・能力
・実施方針＋特定テーマ

・簡易公募型

・予定技術者の経験・能力 ・公募型

競争入札方式
(総合評価落

標準型
予定技術者の経験 能力
・実施方針＋評価テーマ
・価格

公募型
・簡易公募型

(総合評価落
札方式)

簡易型
・予定技術者の経験・能力
・実施方針
・価格

・公募型
・簡易公募型
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２．入札方法等 2/3

（１）プロポーザル方式（総合評価型）
①当該業務の実施方針と特定テーマに関する技術提案の提出を求め、技
術的に最適なものを特定する。
②特定テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針は、資料の提出時
から差し替え、追加は認めない。から差し替え、追加は認めな 。

（２）総合評価落札方式（標準型）
①価格と当該業務の実施方針と評価テーマに関する技術提案をもって入札①価格と当該業務の実施方針と評価テ マに関する技術提案をもって入札
する。
②評価テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針は、資料の提出時
から内容を変更してはならない 内容の変更があった場合は入札無効とすから内容を変更してはならない。内容の変更があった場合は入札無効とす
る。
③価格と技術の評価に関する配点比率

価格評価点 技術評価点価格評価点 ： 技術評価点
・評価テーマが１つの場合 ・・・・・ １（３０点） ： ２（６０点）
・評価テーマが２つ以上の場合 ・・・・ １（２０点） ： ３（６０点）

注：（ ）は評価点の最大値

6



２．入札方法等 3/3
（３）総合評価落札方式（簡易型）
①価格と当該業務の実施方針をもって入札する。
②技術提案の実施方針は、資料の提出時から内容を変更してはならない。
内容の変更があった場合は入札無効とする。
③価格と技術の評価に関する配点比率は原則１：１とする。③価格と技術の評価に関する配点比率は原則 とする。

価格評価点 ： 技術評価点
１（６０点） ： 1（６０点）１（６０点） ： 1（６０点）
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３．特定者及び落札者の決定

３－１．プロポーザル方式
プロポーザル方式は競争性のある随意契約であり、基本的に、特定され

た後は随意契約に準じて契約締結を行う。

３－２．競争入札方式(総合評価落札方式)競争入札方式(総合評価落札方式)
入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も

高い者を落札者とする。なお、評価値の算出方法としては、原則として加算
方式とする方式とする。

①評価値の算出方式（加算方式）
評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点

②価格評価点の設定の考え方
技術評価点の満点を６０点とし 価格評価点の配分点を２０点から６０点の技術評価点の満点を６０点とし、価格評価点の配分点を２０点から６０点の
範囲で決定する。各入札者の価格評価点は、以下の計算式により算出する。

価格評価点＝〔価格評価の配分点〕×（１－入札価格／予定価格）

8



③技術評価点の算出方式
技術評価点は、下記の計算式により算出する。

技術評価の得点合計
技術評価点 ＝ ６０点 ×技術評価点 点

技術評価の配点合計

※予定価格が１ ０００万円を超える建設コンサルタント業務等においては※予定価格が１，０００万円を超える建設コンサルタント業務等においては、
技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため技術提案の評価項
目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
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４．技術提案の履行確実性評価 1/3
①履行体制確認型の導入①履行体制確認型の導入

・履行体制確認型総合評価落札方式は、品質確保対策として実
施するもので、入札説明書等に記載された要求要件を確実に履
行できるかどうかを審査するものである。

・調査基準価格に満たない額で入札した者に対して、開札後速
やかに追加資料を求め ヒアリング等による審査を行うやかに追加資料を求め、ヒアリング等による審査を行う。
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４．技術提案の履行確実性評価 2/3
「 確実性 審査を

②技術提案の履行確実性の審査項目と内容
以下の４項目について、「履行確実性」の審査を行う。

技

審査項目

直接 件費 直接経費 技術経費 諸

審査内容 判定

技
術
提
案

①業務内容に対応した費用が計上
されているか。

②配置予定技術者に適正な報酬が

直接人件費、直接経費、技術経費、諸
経費等が必要額を確保しているか。

配置予定技術者への適正な報酬の支
払が確保されているか

○・×

案
の
履
行
確

②配置予定技術者に適正な報酬が
支払われることになっているか。

③品質管理体制が確保されている

払が確保されているか。
配置予定技術者の人工が適正か。

照査予定技術者への適正な報酬の支
払が確保されているか

○・×

○
確
実
性
評
価

か。

④再委託先への支払いは適正か。

払が確保されているか。
照査予定技術者の人工が適正か。

再委託業務内容を再委託先が確認し
ているか

○・×

○・×価 ているか。
○ ×

③技術提案の履行確実性の評価方法 「○」とした項目数 評価 履行確実性度

審査結果を基に、履行確実性の評価
を行い、評価に応じて「履行確実性度
」を付与する。

４ Ａ １．０

３ Ｂ ０．７５

２ Ｃ ０．５」を付与する。

１ Ｄ ０．２５

０ Ｅ ０ 11



④技術評価点の算出イメージ

４．技術提案の履行確実性評価 3/3

「技術評価点」＝（技術提案以外の技術評価点）＋

（履行確実性評価前の技術提案評価点）×α（履行確実性度）
技術評価点

技術提案以外の技術評価点
技術提案評価点

注 標準型の場合６７％

技術評価点

履行確実性
評価前

技術提案以外の技術評価点
（配置予定技術者の経験・能力）
注:標準型の場合３３％

注：標準型の場合６７％

②評価テーマに
対する技術提案

①実施方針
対する技術提案

履行確実性
評価後

技術提案以外の技術評価点
（配置予定技術者の経験 能力）

技術提案評価点

評価後 （配置予定技術者の経験・能力）
①×α ②×α
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5．プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施手順
5－１．プロポーザル方式の実施手順
プロポ ザル方式を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとするプロポーザル方式を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとする。
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5－２総合評価落札方式（標準型）の実施手順
総合評価落札方式（標準型）を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとする 。
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5－３．総合評価落札方式（簡易型）の実施手順
総合評価落札方式（簡易型）を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとする。
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6．競争参加資格要件等

16



17



18



19



7－１．評価項目等
7．評価項目及び評価方法等
7 １．評価項目等
（１）選定・指名段階における配点

○プロポーザル方式及び総合評価落札方式の選定・指名段階における参加表明
者（企業）の「資格・実績等」「成績・表彰」及び予定技術者の「資格・実績等」「成者（企業）の「資格・実績等」「成績・表彰」及び予定技術者の「資格・実績等」「成
績・表彰」に対する評価のウェートは、以下の表の通りとする。
※業務内容に応じ、評価ウェートを適宜設定することができるものとする

選定・指名段階における配点ウェート（プロポーザル方式・総合評価落札方式共通）

注１：（）内は標準的な配点ウェートに対し、変動させて良い幅を示す。

20

良
注２：→は、変動幅の中で移転させて良いウェートの行き先を示す。



（２）プロポーザル方式の特定・入札段階における配点

○プロポーザル方式（総合評価型）の特定段階における予定技術者の「資格・実
績等」「成績・表彰」及び「実施方針」「特定テーマに対する技術提案」に対する評価
のウェートは、以下の表の通りとする。
※業務内容に応じ、評価ウェートを適宜設定することができるものとする。※業務内容に応じ、評価ウ トを適宜設定する とができるものとする。

プロポーザル方式の特定段階における配点ウェート

注１：（）内は標準的な配点ウェートに対し、変動させて良い幅を示す。

21

良
注２：→は、変動幅の中で移転させて良いウェートの行き先を示す。



（３）総合評価落札方式の入札段階における配点

○総合評価落札方式の入札段階における予定技術者の「資格・実績等」「成績・表
彰」及び「実施方針」「評価テーマに対する技術提案」に対する評価のウェートは、
以下の表の通りとする。
※業務内容に応じ、評価ウェートを適宜設定することができるものとする。※業務内容に応じ、評価ウ トを適宜設定する とができるものとする。

総合評価落札方式の入札段階における配点ウェート

注１：（）内は標準的な配点ウェートに対し、変動させて良い幅を示す。

22

良
注２：→は、変動幅の中で移転させて良いウェートの行き先を示す。
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②技術評価点を算出するための例

【標準型１：３の場合。「資格・実績等」に10％、「成績・表彰」に15%、実施方針に25%、
「評価テ マに対する技術提案」に50%配点した場合の例】「評価テーマに対する技術提案」に50%配点した場合の例】
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7．評価項目及び評価方法等

7－２．評価方法(評価に当っての基本的な考え方)

①技術資料の評価は 原則として３名以上の職員で項目毎に①技術資料の評価は、原則として３名以上の職員で項目毎に
各々評価を行う。
②定性評価項目（実施方針 特定（評価）テーマ）の評価は ５段階②定性評価項目（実施方針、特定（評価）テ マ）の評価は、５段階
評価に区分して評価することを基本とする。

③担当技術者が複数いる場合は、各個人について評価し、参加表
明書や技術提案書で提出された全員の平均により評価する。
最大３人に対し、２人の場合は０．９、１人の場合は０．８を
平均値に乗ずるものとする平均値に乗ずるものとする。
ただし、適用については業務規模により除外できるものとする。

④各社の技術資料の評価は 各項目毎に平均値を算出し それを④各社の技術資料の評価は、各項目毎に平均値を算出し、それを
合計した値とる。
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