
別添２

委託業務施行成績評定基準（建築工事）

第１ 通則

この基準は、建築設計及び工事監理業務委託の評定に関する必要な事項を定

め、評定を的確に実施することにより、質の高い公共建築物の整備に資するこ

とを目的とする。

第２ 評定者

１ 評定は、検査員（工事監理の場合は完了確認者）の検査合格（工事監理の

場合は完了確認）をもって標準点（60点）を付与するものとする。

２ 評定者は、次のとおりとする。なお、設計及び工事監理業務委託において、

内容が建築、電気及び機械といった複数の種別にわたる場合は、各種別ごと

の業務担当員が評定を行うものとする。

(1) 業務担当員（担当員）

(2) 業務担当員（主任担当員）

なお、業務担当員（主任担当員）を指定していない場合における評定は、

業務担当員（担当員）が行うものとする。

第３ 評定方法

１ 評定は、評定者ごとに独立した立場で的確かつ公正に行うものとする。

２ 評定は、業務委託完了後速やかに行うものとする。

３ 評定は、設計については別記様式１「設計委託業務採点表」に、工事監理

については別記様式２「工事監理委託業務採点表」に記入して行うものとす

る。

４ 種別の重み付けの記入方法

業務委託の実態に合わせて重み付けを記入するものとする。

(1) 建築・設備一括発注の場合

表１

受 託 者 建築（Ｘ） 電気（Ｙ） 機械（Ｚ） 摘 要

実態と著しく異なる
設計等共同体 0.7 0.15 0.15 場合は、出資比率等

に変更可

単体企業で業務 実態と著しく異なる
の全てを実施す 0.7 0.15 0.15 場合は、予定建設費
る場合 の比率等に変更可

建築単体企業で a 再委託契 b 再委託契 実態と著しく異なる
業務の一部を再 1－a－b 約金額÷ 約金額÷ 場合は、予定建設費
委託する場合 委託金額 委託金額 の比率等に変更可

設備単体企業で 再委託契 (1-a)÷2 (1-a)÷2 実態と著しく異なる
業務の一部を再 約金額÷ 場合は、予定建設費
委託する場合 委託金額 a の比率等に変更可



(2) 分離発注の場合

表２

受 託 者 建築（Ｘ） 電気（Ｙ） 機械（Ｚ） 摘 要

建築単体企業 1.0 0 0

実態と著しく異なる

設備単体企業 0 0.5 0.5 場合は、予定建設費

の比率等に変更可

５ 評定対象とする視点

(1) 設計業務

表３

評定対象とする視点
種 類

コミュニケー
専門技術力 工程管理 成果品の品質

ション力等

基本計画 ①～⑩⑬⑭ ①～③ ①～⑦ ②③

基本設計 ①～⑪⑬⑭ ①～③ ①～⑦ ①～③

実施設計 ①～⑭ ①～③ ①～⑦ ①～④

(2) 工事監理業務

表４

評定対象とする視点
種 類

監理態勢 工事施工監理 工程管理 事務手続能力

全 部 ①～⑤ ①～⑥ ①～③ ①～③

６ 端数整理

計算の過程で、小数点以下の端数は小数点以下第２位を四捨五入し、総合

評定点は、小数点以下切り捨てとする。

第４ 評定の特例

１ 受託者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時

点における業務の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを

受ける必要がある業務の出来形がない場合は、この限りでない。

２ 道の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該委託業務は評

定の対象としないものとする。



第５ 考査基準

１ 業務担当員（担当員）

(1) 考査方法

担当員は、採点表の各視点ごとに評定点を記入するものとする。

(2) 事故等による減点

当該業務に関わり、受託者に指名停止等の措置を行った場合には、当該

業務の総合評定点に対して、表５を参考として－15点まで減点することが

できる。

表５

区 分 文書注意 指名停止１ケ月まで 指名停止が１ヶ月超える

考査点 －５点 －10点 －15点

２ 業務担当員（主任担当員）

主任担当員は、担当員の各視点ごとの評定点を参考に、また必要に応じて

担当員から事情を聴取する等、総合的に判断し、各評価項目ごとに評定点を

記入するものとする。

３ 契約不適合修補及び損害賠償による減点

設計委託業務において、成果品に、受託者の責任に起因する契約不適合が

存在し、契約図書に記された手続きに従い、契約不適合修補又は損害賠償が

実施された場合には、当該業務の総合評定点に対して、表６を参考として－

10点まで減点することができる。ただし、ここでいう契約不適合修補とは、

軽微なミスの修正ではない大幅な修補をいう。

表６

区 分 契約不適合修補の実施 損害賠償の実施

考査点 －５点 －10点

４ 考査基準

評定に当たっては、別紙考査基準を参考に公平性の確保に努めるものとす

る。

第６ その他

この基準は、公表するものとし、その方法等については、「工事等に係る入

札及び契約の状況等に関する事項の公表について」（平成13年３月29日付け建

情第2328号農政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長通達）の例によるも

のとする。



別紙１ 考査基準（業務担当員（担当員）用）

１ 設計（別記様式１関係）

評価 考 査 基 準
視 点

項目 優れている やや優れている 標準 やや劣る 劣る

専 ①与条件の整理・把握 敷地の状況、施設 敷地の状況、施設 敷地の状況、施設 敷地の状況、施設 敷地の状況、施設
門 規模、性能及び予 規模、性能及び予 規模、性能及び予 の規模、性能及び の規模、性能及び
技 算等、個々の与条 算等を正確に把握 算等を概ね正確に 予算等の把握が十 予算等の把握が全
術 件を極めて正確に しており、監督員 把握しており、業 分でなく、度々手 く不十分であり、
力 把握しているとと の疑義等に的確に 務の遂行上特に支 戻りがあった 手戻りが多くあっ

もに、全体を掌握 回答し、業務が円 障はなかった。 た。
しており、監督員 滑に遂行された。
の疑義等に的確か
つ迅速に回答し、
業務が極めて円滑
に遂行された。

②安全性、耐久性 安全性及び耐久性 安全性及び耐久性 安全性及び耐久性 安全性及び耐久性 安全性及び耐久性
に対する知識・経 の検討が的確であ の検討を行った の検討が希薄であ の検討が極めて希
験が豊富であり、 り、一部具体的な が、標準的なレベ り、指摘を受けて 薄であり、指摘を
検討が極めて的確 優れた成果があっ ルであった。 初めて対応するこ 受けて初めて対応
に行われ、具体的 た。 とが度々あった。 することが多くあ
な優れた成果が多 った。
くあった。

③経済性、保全性 ライフサイクルコ ライフサイクルコ ライフサイクルコ ライフサイクルコ ライフサイクルコ
ストに対する意識 ストに対する積極 ストに対して検討 ストに対する検討 ストに対する検討
が高く、知識が豊 的な提案が行わ を行ったが、標準 が希薄であり、指 が極めて希薄であ
富であり、積極的 れ、一部具体的な 的なレベルであっ 摘を受けて初めて り、指摘を受けて
かつ意欲的に取り 優れた成果もあっ た。 対応することが度 初めて対応するこ
組み、具体的な優 た。 々あった。 とが多くあった。
れた成果も多くあ
った。

④環境保全・省資源 環境問題に対する 環境問題に対して 環境問題に対して 環境問題に対する 環境問題に対する
意識が高く、知識 意欲的に取り組み 検討を行ったが、 認識が希薄で、指 認識が極めて希薄
が豊富であり、積 一部具体的な優れ 標準的なレベルで 摘を受けて初めて で、指摘を受けて
極的かつ意欲的に た成果もあった。 あった。 検討することが度 初めて検討するこ
取り組み、具体的 々あった。 とが多くあった。
な優れた成果も多
くあった。

⑤リサイクルへの取組 リサイクルに対す リサイクルに対す リサイクルに対し リサイクルに対す リサイクルに対す
る意識が高く、知 る積極的な提案が て検討を行った る認識が希薄で、 る認識が極めて希
識が豊富であり、 あり、一部具体的 が、標準的なレベ 指摘を受けて初め 薄で、指摘を受け
積極的かつ意欲的 な優れた成果もあ ルであった。 て検討することが て初めて検討する
に取り組み、具体 った。 度々あった。 ことが多くあっ
的な優れた成果も た。
多くあった。

⑥景観・美観・文化性 地域景観、周辺環 敷地周辺の景観へ 敷地周辺の景観に 敷地周辺の景観へ 敷地周辺の景観へ
境及び文化等を理 の配慮及び地域の 対して配慮しよう の配慮及び地域の の配慮及び地域の
解し設計に反映し 文化に対する一定 と検討を行った 文化に対する理解 文化に対する理解
ようとする姿勢に の配慮がなされ、 が、標準的なレベ 度が低かった。 度が極めて低かっ
優れ、かつ設計に かつ設計にも生か ルであった。 た。
も十分生かされて された。
いた。

⑦供用性・利便性 利用者及び管理者 利用者及び管理者 利用者及び管理者 利用者及び管理者 利用者及び管理者
に対する配慮が積 に対する配慮がな に対して配慮しよ に対する配慮が不 に対する配慮が不
極的かつ意欲的に され、一部具体的 うと検討を行った 足しているため、 足しているため、
なされ、具体的な な優れた成果もあ が、標準的なレベ 度々指摘を受けて 指摘を受けること
優れた成果も多く った。 ルであった。 手戻りがあった。 が多く、手戻りが
あった。 多くあった。

⑧関係法令への適合 様々な関係法令に 関係法令への適合 関係法令をあまり 関係法令を理解し
関する知識が豊富 が適切に行われ 理解していないた ていないため、指
で、法令への適合 た。 め、度々指摘を受 摘を受けることが
が適切に行われ けて手戻りがあっ 多く、手戻りが多
た。 た。 くあった。

⑨規準、指針類の理解 様々な規準、指針 規準、指針類への 関係する規準、指 関係する規準、指
度 類に関する理解度 適合について適切 針類をあまり理解 針類の理解してい

が極めて高く、規 に行われた。 していないため、 ないため指摘を受
準、指針類への適 度々指摘を受けて けることが多く、
合について正確に 手戻りがあった。 手戻りが多くあっ
行われた。 た。



評価 考 査 基 準
視 点

項目 優れている やや優れている 標準 やや劣る 劣る

⑩技術者の能力 経験深く、技術的 技術的に優れ、当 業務の実施に支障 当初の検討項目の 当初の検討項目の
に優れ、新しい工 初の検討項目の遂 はなかった。 遂行や指示事項へ 遂行や指示事項へ
法・技術等を熟知 行や指示事項への の対応が技術的に の対応が技術的に
しており、当初の 対応が迅速かつ的 不十分なところが 不十分であり、再
検討項目の遂行や 確であった。 あり、度々指摘す 三に渡り指摘する
指示事項への対応 ることがあった。 ことがあった。
が極めて迅速かつ
的確であった。

⑪材料選定の良否 材料の選定は性能 材料の選定は性能 材料の選定は性能 材料の選定は性能 材料の選定は性能
及び価格ともに極 及び価格ともに、 及び価格ともに概 及び価格ともに妥 及び価格ともに妥
めて妥当であり、 良く検討されてお ね妥当であった。 当性を欠くことが 当性を欠くことが
意匠的・機能的に り、極めて妥当で あり、度々指摘を 多く、再三に渡り
その場所にふさわ あった。 受けて手戻りがあ 指摘を受けて、手
しい材料が選定さ った。 戻りが多くあっ
れていた。 た。

⑫施工の難易度 施工現場を熟知し 施工性に対する配 施工上特に問題は 施工現場を考慮し 施工現場を無視し
ており、施工性に 慮が伺われ、施工 ない。 ない具体性に乏し た具体性に乏しい
対する配慮が隅々 は極めて容易であ い設計が見受けら 設計が多く、再三
まで行き届いてお る。 れ、度々指摘する に渡り指摘し、手
り、施工は極めて ことがあった。 戻りが多くあっ
容易である。 た。

⑬現地との取り合わせ 現地管理者との調 現地管理者との調 現地管理者との調 現地管理者との調 現地管理者との調
整が極めて円滑に 整が円滑に行わ 整は概ね円滑に行 整が不徹底で、手 整が極めて不徹底
行われ、具体的な れ、一部具体的な われたが、標準的 戻りが度々あっ で、手戻りが多く
優れた成果も多く 優れた成果もあっ なレベルであっ た。 あった。
あった。 た。 た。

⑭占有物件との関連 占有物件との関係 占有物件との関係 占有物件との関係 占有物件との関係 占有物件との関係
の整理が極めて妥 の整理が妥当であ の整理は概ね妥当 に問題があり、手 に問題があり、手
当であり、機能的 り、一体的な整備 であった。 戻りが度々あっ 戻りが多くあっ
にも意匠的にも良 が可能となった。 た。 た。
くまとまった一体
的な整備が可能と
なった。

工 ①工程計画の妥当性 工程管理の重要性 工程計画と実施手 工程計画と実施手 工程計画に実施手 工程計画に実施手
程 を良く理解してお 順及び実施体制の 順及び実施体制の 順及び実施体制が 順及び実施体制が
管 り、工程計画と実 整合性は妥当であ 整合性は概ね妥当 伴わず、工程計画 伴わず、再三に渡
理 施手順及び実施体 り、業務を円滑に であった。 を見直すことがあ り工程計画を見直

制の整合性は極め 遂行しようとする った。 すことがあった。
て妥当であり、業 工夫が伺われた。
務を円滑に遂行し
ようとする工夫が
随所に伺われた。

②工程・工期の遵守 工程・工期を遵守 工程管理は良好で 工程管理は概ね良 工期遵守の努力に 工期遵守の努力に
しようとする意欲 あり、所定の工期 好であり、所定の 欠け、計画と実施 著しく欠け、計画
や工夫が随所に伺 に余裕をもって業 工期に業務を完了 がずれることが度 と実施がずれるこ
われ、実際に極め 務を完了させた。 させた。 々あり、改善を指 とが多く、再三に
て優れた工程管理 示することがあっ 渡り改善を指示す
が行われた。 た。 ることがあった。

③工程の調整（道担当 道担当者及び協力 道担当者及び協力 道担当者及び協力 道担当者及び協力 道担当者及び協力
者等） 事務所等との工程 事務所等との工程 事務所等との工程 事務所等との工程 事務所等との工程

調整を積極的に行 調整は適切に行わ 調整は概ね適切に 調整が不徹底で、 調整が不徹底で、
おうとする姿勢が れ、道担当者の疑 行われた。 改善を指示するこ 再三に渡り改善を
随所に見受けら 義等に対し極めて とが少なくなかっ 指示することがあ
れ、疑義等に対し 正確に対応でき た。 った。
極めて正確かつ迅 た。
速に対応できた。

コ ①道担当者との連絡 道担当者と適切な 道担当者と適切な 道担当者と概ね適 道担当者との連絡 道担当者との連絡
ミ 時期に的確な事前 時期に的確な事前 切な時期に事前協 が不徹底で指示が が不徹底で指示が
ュ 協議等を行い、問 協議等が積極的に 議等が行われた。 ないと事前協議等 ないと事前協議等
ニ 題等を解決しよう 行なわれた。 をしないことがあ をしないことが多
ケ とする積極的な姿 った。 くあった。ー

勢が見受けられ、
シ 常に道担当者と緊
ョ 密な事前協議等が
ン 行われた。
力
等



評価 考 査 基 準
視 点

項目 優れている やや優れている 標準 やや劣る 劣る

②指示に対する履行 指示した内容に速 指示した内容に速 指示した内容に概 指示した内容に催 指示した内容に再
やかに誠意を持っ やかに誠意を持っ ね適切に対応し 促しなければ履行 三に渡り催促しな
て正確に履行し、 て正確に履行し た。 しないことがあっ いと履行しないこ
期待した以上の成 た。 た。 とが多くあった。
果を成し遂げた。

③業務に対する積極性 業務に対して常に 業務に対して常に 概ね積極的であり 業務に対して積極 業務に対して積極
積極的であり、随 積極的であり、良 業務の遂行上支障 性が希薄であり、 性が見受けられ
所に工夫を凝ら 質な設計を行おう はなかった。 指摘を受けて対応 ず、指摘を受けて
し、良質な設計を という意欲が伺わ することが少なく 対応することが多
行おうという意欲 れた。 なかった。 くあった。
的な姿勢が伺われ
た。

④官公署との打合せ 関連法規等の知識 官公署との打ち合 官公署との打ち合 官公署との打ち合 官公署との打ち合
が幅広くかつ豊富 わせが迅速かつ適 わせが概ね滞りな わせで一部不十分 わせが極めて不十
であり、官公署と 切に行われた。 く行われた。 な点があり、業務 分であり、業務が
の打ち合わせが迅 が滞る場面があっ 滞る場面が度々あ
速かつ適切に行な た。 った。
われた。

⑤創意工夫 より良い設計を目 より良い設計を目 創意工夫しようと より良い設計を目 より良い設計を目
指して積極的かつ 指して積極的かつ する意欲は伺われ 指して、創意工夫 指して、創意工夫
意欲的に創意工夫 意欲的に創意工夫 たが、標準的なレ し、提案するとい し、提案するとい
をし、具体的な優 をし、一部具体的 ベルであった。 う姿勢があまり感 う姿勢が全く感じ
れた成果も多くあ な優れた成果もあ じられなかった。 られなかった。
った。 った。

⑥問題意識 課題を的確に整理 課題を的確に整理 問題意識が概ね高 問題の整理が不十 問題の整理が不十
し業務を円滑に遂 し業務を円滑に遂 く業務実施上特に 分であり、指摘を 分であり、指摘を
行しようする意識 行しようする意識 支障はなかった。 受けて初めて対応 受けて初めて対応
が極めて高く、課 が高く、問題が発 することが度々あ することが多くあ
題を的確に把握し 生した後の処理が った。 った。
ており、問題が発 適切であった。
生した後の処理が
極めて迅速かつ適
切であった。

⑦委託手続き上の書類 委託手続き上の書 委託手続き上の書 委託手続き上の書 委託手続き上の書
類が期日までに提 類が期日までに提 類が催促して期日 類が催促して期日
出されミスが全く 出されミスが少な に間に合うことが に間に合うことが
なかった。 かった。 あり、ミスも少な 多く、ミスも多く

くなかった。 あった。

成 ①図面の出来栄え 図面の出来栄えが 図面の出来栄えが 特に問題はなく平 図面の出来栄えが 図面の出来栄えが
果 極めて良く、分か 良く、分かりやす 均的である。 悪く、分かりにく 全体的に悪く、分
品 りやすく、詳細に い。 い部分があり、改 かりにくく、再三
の わたり良く検討さ 善を指示した。 に渡り改善を指示
品 れていた。 した。
質

②報告書、計算書等の 計算書等のまとめ 計算書等のまとめ 特に問題はなく平 計算書等のまとめ 計算書等のまとめ
まとめ方 方が極めて合理的 方が良く、分かり 均的である。 方が一部悪く、図 方が全体に悪く、

であり、分かりや やすい。 面との照合が困難 図面との照合が困
すくまとめようと なところがあっ 難であり、改善を
いう配慮が隅々ま た。 指示した。
で行き届いてい
た。

③正確さ、見やすさ 単純ミスもほとん 単純ミスも極めて 大きなミスはな 単純ミスが目に付 ミスが多く、指摘
どなく、正確な表 少なく、表記等も く、単純ミスも少 き、指摘を受ける を受けても、繰り
現が隅々まで行き 見やすかった。 なかった。 ことが多かった。 返し同様のミスを
届いており、表記 犯した。
等も大変見やすか
った。

④図面と仕様書の整合 特に問題はなかっ 図面と仕様書の内 図面と仕様書の内
た。 容に一部不整合が 容に全般的に不整

あり、指摘を受け 合が多く、指摘を
て訂正することが 受けて訂正するこ
あった。 とが多くあった。



２ 工事監理（別記様式２関係）

評価 考 査 基 準
視 点

項目 優れている やや優れている 標準 やや劣る 劣る

監 ①監理人員の配置 技術的かつ人数的 適切な人員が配置 適切な人員が配置 適切な人員が配置 適切な人員が配置
理 に適切な人員を適 されており、検査 されており、工事 されておらず、検 されておらず、検
態 切な時期に配置し 等が滞ることなく も概ね順調に進捗 査等が遅れる等、 査等が遅れる等、
勢 ようとする工夫や 極めて円滑に工事 した。 工事が滞ることが 工事が滞ることが

配慮が随所に見受 が進捗した。 あった。 多くあった。
けられ、極めて円
滑に工事が進捗し
た。

②工事監理能力、指揮 工事全般を極めて 工事全般を正確に 工事全般を概ね正 工事全般の把握が 工事全般の把握が
統率力 正確に把握し、的 把握し、的確な指 確に把握し、かつ あいまいで、かつ 極めて不正確で、

確な指示を行うこ 示を行うことがで 概ね適切な指示を 的確な指示を行う 的確な指示を行う
とができ、請負人 き、請負人等から 行っていた。 ことができないた ことができないた
等から絶大な信頼 信頼されていた。 めに、請負人等か めに、請負人等か
を得ていた。 ら信頼されていな ら全く信頼されて

かった。 いなかった。

③監督員への報告連絡 監督員への報告が 監督員への報告が 監督員への報告が 監督員への報告が 監督員への報告が
適切な時期に迅速 適切な時期に行わ 概ね適切な時期に 遅い、又は行われ 極めて遅い、又は
に行われ、内容も れ、内容も正確か 行われた。 ないことがあり、 行われないことが
正確かつ詳細に行 つ詳細に行われ 監督員が注意する 多く、監督員が注
われ、極めて的確 た。 ことがあった。 意することが多く
な所見も具えられ あった。
ていた。

④請負人への指導伝達 請負人等に対する 請負人等に対する 請負人等に対する 請負人等に対する 請負人等に対する
対応は厳格公正で 指導伝達が的確か 指導伝達が概ね適 指導伝達が不適切 指導伝達が極めて
あり、指導伝達が つ迅速に行われ、 切に行われた。 であるか遅いた 不適切であるか遅
極めて的確かつ迅 工事が円滑に進捗 め、工事が滞るこ いため、工事が滞
速に行われ、工事 した。 とがあった。 ることが多くあっ
が極めて円滑に進 た。
捗した。

⑤設計意図及び内容の 設計意図及び内容 設計意図及び内容 設計意図及び内容 設計意図及び内容 設計意図及び内容
把握 を極めて正確に把 を極めて正確に把 を概ね正確に把握 の把握があいまい の把握が極めて不

握しており、あら 握しており、監督 していた。 で、監督員の疑義 正確で、監督員の
かじめ問題等を解 員の疑義等に的確 等に正確かつ迅速 疑義等に正確かつ
決しようという意 かつ迅速に対応で に対応できなかっ 迅速に対応できな
欲にあふれ、監督 きた。 た。 いことが多くあっ
員の疑義等に的確 た。
かつ迅速に対応で
きた。

工 ①施工計画、施工図の 施工計画及び施工 施工計画及び施工 施工計画及び施工 施工計画及び施工 施工計画及び施工
事 調査検討 図の重要性を良く 図の確認が的確で 図の確認が概ね的 図の確認がずさん 図の確認が極めて
施 認識しており、確 あり、円滑に施工 確であった。 であり、納まりも ずさんであり、納
工 認が極めて迅速か が行われ、納まり 悪く、手直しを指 まりも悪く、手直
監 つ的確であり、円 も良好であった。 示することが度々 しを指示すること
理 滑に施工が行わ あった。 が多くあった。

れ、納まりも極め
て良好であった。

②材料、器材の調査、 材料、器材に関す 現場に搬入された 現場に搬入された 現場に搬入された 現場に搬入された
確認 る知識が豊富で、 材料及び器材の確 材料及び器材の確 材料及び器材の確 材料及び器材の確

現場に搬入された 認が適切に行われ 認が概ね適切に行 認が不適切で、指 認が極めて不適切
材料及び器材の確 ており、書類も正 われており、記録 摘を受けて改善す で、指摘を受けて
認が極めて適切に 確に整理されてい も概ね適切に残さ ることが度々あっ 改善することが多
行われており、書 た。 れていた。 た。 くあった。
類も極めて詳細か
つ正確に整理され
ていた。

③現場の確認 各工程における確 各工程における確 各工程における確 各工程において監 各工程において監
認が適切な時期に 認が適切な時期に 認は概ね適切に行 督員から指摘を受 督員から指摘を受
的確に行われてお 行われており、書 われており、記録 けて改善すること けて改善すること
り、書類も極めて 類も正確かつ詳細 も概ね適切に残さ が少なくなかっ が多くあった。
詳細かつ正確に整 に整理されてい れていた。 た。
理されており、監 た。
督員への報告も適
切であった。



評価 考 査 基 準
視 点

項目 優れている やや優れている 標準 やや劣る 劣る

④各種検査の立会 各種検査の知識が 各種検査の立会が 各種検査の立会が 各種検査の立会記 各種検査の立会記
豊富で、各種検査 適切な時期に行わ 概ね適切に行われ 録が一部残されて 録がほとんど残さ
の立会が適切な時 れており、記録も ており、記録も概 いないか、不正確 れていないか、極
期に的確に行わ 正確かつ詳細に整 ね適切に残されて な部分があり、改 めて整理がずさん
れ、記録も正確か 理されていた。 いた。 善を指示すること であり、再三に渡
つ詳細に整理され があった。 り改善を指示する
ており、監督員へ ことがあった。
の報告も速やかに
行われた。

⑤安全管理の確認 安全管理の意識が 安全管理の意識が 安全管理の確認が 安全管理の確認が 安全管理の確認が
高く、整理整頓が 高く、安全管理の 概ね適切に行わ 不適切で、事故等 極めて不適切で、
徹底されており、 確認が適切に行わ れ、事故等は一切 が発生した。 重大な事故等が発
安全確認が現場の れ、事故等は一切 なかった。 生した。
隅々まで行き渡 なかった。
り、事故等は一切
なかった。

⑥各工事間の調整 各工事間の調整を 各工事間の調整が 各工事間の調整が 各工事間の調整が 各工事間の調整が
積極的に行おうと 適切に行われ、各 概ね適切に行われ 不適切で、各工事 極めて不適切で、
いう姿勢があり、 工事とも円滑に手 た。 とも手戻りが度々 各工事とも手戻り
実際に極めて適切 戻りなく進められ あった。 が多くあった。
に調整が行われ、 た。
各工事とも極めて
円滑に手戻りなく
進められた。

工 ①工事工程計画の調 工事工程計画を極 工事工程計画を正 工事工程計画を概 工事工程計画の把 工事工程計画の把
程 査、検討 めて正確に調査・ 確に調査・検討し ね正確に把握して 握があいまいで、 握が極めて不正確
管 検討しており、監 ており、監督員へ いた。 監督員の疑義等に で、監督員の疑義
理 督員への報告も迅 の報告も的確で、 正確に対応できな 等に正確に対応で

速で適切な所見が 疑義等に正確に対 かった。 きないことが多く
添えられており、 応できた。 あった。
疑義等に対して正
確かつ迅速に対応
できた。

②工事状況の調査把握 工事状況を隅々ま 工事状況を正確に 工事状況を概ね正 工事状況の把握が 工事状況の把握が
で調査し、全体を 把握しており、監 確に把握してい あいまいで、監督 極めて不正確で、
極めて正確に把握 督員の疑義等に正 た。 員の疑義等に正確 監督員の疑義等に
しており、監督員 確かつ迅速に対応 かつ迅速に対応で 正確かつ迅速に対
の疑義等に常に正 できた。 きなかった。 応できないことが
確かつ迅速に対応 多くあった。
できた。

③関連工事との調整、 関連工事との調整 関連工事との調整 関連工事との調整 関連工事との調整 関連工事との調整
打合せ を積極的に行おう が極めて適切で、 が概ね適切で、打 が不適切で、打合 が極めて不適切

という姿勢が伺わ 打合せの記録も正 合せの記録も概ね せの記録も一部残 で、打合せの記録
れ、実際に極めて 確かつ詳細に残さ 適切に残されてい されていないか、 も残されていない
適切に調整が行わ れていた。 た。 不正確な部分があ か、極めてずさん
れ、打合せの記録 り、改善を指示す であり、再三に渡
も正確かつ詳細に ることがあった。 り改善を指示する
残されていた。 ことがあった。

事 ①官公署との打合せ、 関連法規等の知識 監督員の官公署へ 監督員の官公署へ 監督員の官公署へ 監督員の官公署へ
務 手続き等 ・経験が豊かで、 の手続き等におい の手続き等におい の手続き等におい の手続き等におい
手 監督員の官公署へ て、協力的であり、 て、概ね協力的で て、あまり協力的 て、非協力的であ
続 の手続き等におい 適切な助言があっ あった。 でなかった。 った。
能 て、極めて協力的 た。
力 であり、的確な助

言もあった。

②請負人提出書類の調 請負人が提出する 請負人が提出する 請負人が提出する 請負人が提出する 請負人が提出する
査 書類の確認が極め 書類の確認が正確 書類の確認が概ね 書類の確認が不正 書類の確認が極め

て迅速かつ正確で であり、監督員へ 正確であった。 確であり、監督員 て不正確であり、
あり、監督員への の報告も迅速であ への報告も遅れる 監督員への報告も
報告も迅速で的確 った。 ことが度々あっ 遅れることが多く
な所見も添えられ た。 あった。
ていた。

③委託手続き上の書類 委託手続き上の書 委託手続き上の書 委託手続き上の書 委託手続き上の書
類が期日までに提 類が期日までに提 類が催促して期日 類が催促して期日
出されミスが全く 出されミスが少な に間に合うことが に間に合うことが
なかった。 かった。 あり、ミスも少な 多く、ミスも多く

くなかった。 あった。



別紙２ 考査基準（業務担当員（主任担当員）用）

上段：判断基準 ※下段の必要要件を満足するものについて、上記判断基準に基づき評定する。

下段：必要要件

１ 設計（別記様式１関係）

考 査 基 準
評価項目

優れている やや優れている 標準 やや劣る 劣る

専門技術力 水準を超える技術 水準を超える技術 平均的な技術力が 技術的な練度不足 全般に技術的な水
力が随所に発揮さ 力が発揮される場 過不足なく発揮さ が散見され、改善 準はかなり劣って
れた。 面がしばしばあっ れた。 を指示することが おり、改善を指示

た。 あった。 することが少なく
なかった。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いてプラス評価が いてプラス評価が ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
５以上あり、かつ ３以上あり、かつ い場合。 価が２以上ある。 価が３以上ある。
マイナス評価がな マイナス評価がな
い。 い。

工程管理 水準を超える工程 水準を超える工程 平均的な工程管理 工程管理で練度不 全般に工程管理の
管理が随所に発揮 管理が発揮される が過不足なく行わ 足が散見され、改 水準はかなり劣っ
された。 場面がしばしばあ れた。 善を指示すること ており、改善を指

った。 があった。 示することが少な
くなかった。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いてプラス評価が いてプラス評価が ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
２以上あり、かつ １以上あり、かつ い場合。 価が１以上ある。 価が２以上ある。
マイナス評価がな マイナス評価がな
い。 い。

コミュニケーション力等 水準を超える円滑 水準を超えるコミ 平均的なコミュニ コミュニケーショ 全般にコミュニケ
なコミュニケーシ ュニケーション力 ケーションが過不 ン力は練度不足が ーション力が不足
ョン力が随所で発 がしばしば発揮さ 足なく図られた。 散見され、社会性 しており、社会性
揮され、社会性・ れ、社会性・取組 ・取組姿勢も疑問 ・取組姿勢も不足
取組姿勢も極めて 姿勢も申し分なか を抱かせる場面が していた。
優れていた。 った。 あり、改善を指示

することがあっ
た。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いてプラス評価が いてプラス評価が ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
３以上あり、かつ ２以上あり、かつ い場合。 価が１以上ある。 価が２以上ある。
マイナス評価がな マイナス評価がな
い。 い。

成果品の品質 成果品は、正確で 成果品は、正確で 平均的な成果品の 成果品は、熟度不 成果品の水準は、
見やすく水準を大 見やすく水準を超 品質である。 足が散見され、改 かなり水準を下回
幅に超えている。 えている。 善を指示すること っており、改善を

があった。 指示することが少
なくなかった。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いて、プラス評価 いて、プラス評価 ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
が２以上あり、か が１以上あり、か い場合。 価が１以上ある。 価が２以上ある。
つマイナス評価が つマイナス評価が
ない。 ない。



２ 工事監理（別記様式２関係）

考 査 基 準
評価項目

優れている やや優れている 標準 やや劣る 劣る

監理態勢 水準を超える監理 水準を超える監理 平均的な監理態勢 監理態勢は練度不 監理態勢は水準を
態勢・指揮能力が 態勢が発揮される が過不足なく発揮 足が散見され、改 下回る場面が多く
随所に発揮され 場面がしばしばあ された。 善を指示すること あり、改善を指示
た。 った。 があった。 することが少なく

なかった。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いてプラス評価が いてプラス評価が ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
３以上あり、かつ ２以上あり、かつ い場合。 価が２以上ある。 価が３以上ある。
マイナス評価がな マイナス評価がな
い。 い。

工事施工監理 優れた技術に基づ 水準を超える工事 平均的な工事施工 工事施工監理で練 工事施工監理は水
く水準を超える工 施工監理が発揮さ 監理が過不足なく 度不足が散見さ 準を大きく下回る
事施工監理が随所 れる場面がしばし 行われた。 れ、改善を指示す ものであり、改善
に発揮され、目的 ばあった。 ることがあった。 を指示することが
物の品質確保に大 少なくなかった。
きく貢献した。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いてプラス評価が いてプラス評価が ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
３以上あり、かつ ２以上あり、かつ い場合。 価が２以上ある。 価が３以上ある。
マイナス評価がな マイナス評価がな
い。 い。

工程管理 水準を超える工程 水準を超える工程 平均的な工程管理 工程管理は練度不 工程管理が行き届
管理が随所に発揮 管理が発揮される が過不足なく図ら 足が認められ、改 かない場面が多く
され、円滑な工事 場面がしばしばあ れた。 善を指示すること あり、改善を指示
進行に大きく貢献 った。 があった。 することが少なく
した。 なかった。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いてプラス評価が いてプラス評価が ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
２以上あり、かつ １以上あり、かつ い場合。 価が１以上ある。 価が２以上ある。
マイナス評価がな マイナス評価がな
い。 い。

事務手続能力 水準を超える円滑 水準を超える事務 平均的な事務処理 事務処理能力は練 事務処理能力は連
な事務処理が遺憾 処理能力がしばし 能力が過不足なく 度不足がしばしば 度が不足し、不正
なく発揮され、書 ば発揮され、書類 発揮され、書類整 見受けられ、正確 確であり、改善を
類整備も全く申し 整備も問題なかっ 備も大きな問題は さも欠け、改善を 指示することが少
分なかった。 たた。 なかった。 指示することがあ なくなかった。

った。

担当員の評価にお 担当員の評価にお 他の必要要件のい 担当員の評価にお 担当員の評価にお
いて、プラス評価 いて、プラス評価 ずれにも該当しな いて、マイナス評 いて、マイナス評
が２以上あり、か が１以上あり、か い場合。 価が１以上ある。 価が２以上ある。
つマイナス評価が つマイナス評価が
ない。 ない。



別記様式１

設計委託業務採点表

委 託 業 務 名 業務担当員 業務担当員
職氏名 建 (主任担当員)

工 事 場 所 委託金額 千円 築 業務担当員
(担当員)

用 途 構造・規模 業務担当員
電 (主任担当員)

委 託 期 間 平成 年 月 日から 気 業務担当員
平成 年 月 日まで (担当員)

契 約 方 法 １. プロポーザル ２. 随契 ３. 入札 業務担当員
機 (主任担当員)

受 託 者 名 械 業務担当員
(担当員)

管理技術者氏名 検査員職氏名 印

設計等共同体等
１ ２ ３

の構成員

建築（X= ） 電気（Y= ） 機械（Z= ）
評価項目

業務担当員 業務担当員 業務担当員 業務担当員 業務担当員 業務担当員
視 点 摘 要

(担当員) (主任担当員) (担当員) (主任担当員) (担当員) (主任担当員)
(重み)

評定 得点 評定 得点 評定 得点 評定 得点 評定 得点 評定 得点

専 門 ①与条件の整理・把握 (1) 評定基準と評定点
技 術 力

②安全性、耐久性 表１ 評定基準と評定点
(0.35)

③経済性、保全性 評定基準 評定

④環境保全・省資源 優れている ５

⑤リサイクルへの取組 やや優れている ４

⑥景観・美観・文化性 標準 ３

⑦供用性・利便性 やや劣る ２

⑧関係法令への適合 劣る １

⑨規準、指針類の理解度
参考 評定点及び対応する得点

⑩技術者の能力
評定 得点 備 考

⑪材料選定の良否
５ +40

⑫施工の難易度
４ +20

⑬現地との取り合わせ
３ 0

⑭占有物件との関連
２ -20

A1＝Σ(①～⑭)／n A1 A2 A1 A2 A1 A2
１ -40

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C1 (2) 事故等による減点

工程管理 ①工程計画の妥当性 表２ 評定基準及び得点

(0.15) ②工程・工期の遵守 評定基準 得点

③工程の調整（道担当者等） 文書注意 - 5

A1＝Σ(①～③)／n A1 A2 A1 A2 A1 A2 指名停止１ヶ月以内 -10

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3 指名停止１ヶ月超 -15

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C2
(3) 契約不適合修補等による減点

コミュニ ①道担当者との連絡
ケーショ 表３ 評定基準及び得点
ン力等 ②指示に対する履行

評定基準 得点
(0.15) ③業務に対する積極性

契約不適合修補の実施 - 5
④官公署との打合せ

損害賠償の実施 -10
⑤創意工夫

⑥問題意識

⑦委託手続き上の書類

A1＝Σ(①～⑦)／n A1 A2 A1 A2 A1 A2

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C3

成果品の ①図面の出来栄え
品 質

②報告書、計算書等のまとめ方
(0.35)

③正確さ、見やすさ

④図面と仕様書の整合

A1＝Σ(①～④)／n A1 A2 A1 A2 A1 A2

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C4

D=60+(C1＋C4)×0.35＋(C2＋C3)×0.15 D

事故等による減点 E 契約不適合修補及び損害賠償による減点 F

総合評定点 D+E+F



別記様式２

工事監理委託業務採点表

委 託 業 務 名 業務担当員 業務担当員
職氏名 建 (主任担当員)

工 事 場 所 委託金額 千円 築 業務担当員
(担当員)

用 途 構造・規模 業務担当員
電 (主任担当員)

委 託 期 間 平成 年 月 日から 気 業務担当員
平成 年 月 日まで (担当員)

契 約 方 法 １. プロポーザル ２. 随契 ３. 入札 業務担当員
機 (主任担当員)

受 託 者 名 械 業務担当員
(担当員)

管理技術者氏名 完了確認者職氏名 印

設計等共同体等
１ ２ ３

の構成員

建築（X= ） 電気（Y= ） 機械（Z= ）
評価項目

業務担当員 業務担当員 業務担当員 業務担当員 業務担当員 業務担当員
視 点 摘 要

(担当員) (主任担当員) (担当員) (主任担当員) (担当員) (主任担当員)
(重み)

評定 得点 評定 得点 評定 得点 評定 得点 評定 得点 評定 得点

監理態勢 ①監理人員の配置 (1) 評定基準と評定

(0.3) ②工事監理能力、指揮統率力 表１ 評定基準と評定点

③監督員への報告連絡 評定基準 評定

④請負人への指導伝達 優れている ５

⑤設計意図及び内容の把握 やや優れている ４

A1＝Σ(①～⑤)／n A1 A2 A1 A2 A1 標準 ３

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3 やや劣る ２

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C1 劣る １

工 事 ①施工計画、施工図の調査検討
施工監理 参考 評定点及び対応する得点

②材料、器材の調査、確認
(0.3) 評定 得点 備 考

③現場の確認
５ +40

④各種検査の立会
４ +20

⑤安全管理の確認
３ 0

⑥各工事間の調整
２ -20

A1＝Σ(①～⑥)／n A1 A2 A1 A2 A1 A2
１ -40

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C2 (2) 事故等による減点

工程管理 ①工事工程計画の調査、検討 表２ 評定基準及び得点

(0.2) ②工事状況の調査把握 評定基準 得点

③関連工事との調整、打合せ 文書注意 - 5

A1＝Σ(①～③)／n A1 A2 A1 A2 A1 A2 指名停止１ヶ月以内 -10

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3 指名停止１ヶ月超 -15

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C3

事務手続 ①官公署との打合せ、手続き等
能 力

②請負人提出書類の調査
(0.2)

③委託手続き上の書類

A1＝Σ(①～③)／n A1 A2 A1 A2 A1 A2

B＝(A1＋A2)／２ B1 B2 B3

C＝B1×X＋B2×Y＋B3×Z C4

D=60+(C1＋C2)×0.3＋(C3＋C4)×0.2 D

事故等による減点 E

総合評定点 D+E


