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１ 落札者決定方針                                   

（１）基本方針 

   上田市新本庁舎建設工事は上田市において公共性が高く、防災拠点、災害復旧復興拠点として災害

発生後も機能を維持することが求められる市庁舎であること、供用中の市庁舎に近接して解体工事、

建設工事が行われること、また環境負荷低減設備を積極的に導入するなど、施工者には設計内容に対

応した高い技術力が求められる。したがって、この発注に当たっては、安定した経営基盤と優れた技

術力を持つ施工者の選定に努めるとともに、本施設の建設が地域経済の活性化に資するものでなくて

はならない。 

このような状況を踏まえ、入札方法については、従来の方法にとらわれず、本施設の建設工事に限

定した内容とし、入札価格と併せて価格以外の提案を評価して落札者を決定する「総合評価方式」を

採用することとした。 

なお選定に当たっては、提案内容等を「上田市新本庁舎建設工事総合評価審査委員会」において審

査評価し、その結果を踏まえ上田市長が落札者を決定する。 

 

（２）上田市新本庁舎建設工事総合評価審査委員会 

地方自治法施行令１６７条の１０の２第４項及び第５項に基づき、総合評価審査委員会を設置し、

総合評価方式における評価項目や評価基準の決定と審査評価を行う。 

   

（３）事務局 

   審査委員会の運営は、総務部庁舎整備室を事務局として行う。 

 

２ 落札者決定方法                          

（１）総合評価の方法 

提出された入札書及び技術等提案資料を価格と価格以外の要素を総合的に評価する。 

評価方法は、価格評価点（最高点：５０点）と技術等提案資料の内容に基づく技術評価点（最高点：

５０点）との合計で総合評価点を求める加算方式とする。 

総合評価点（最高点１００点）＝価格評価点（最高点５０点）＋技術評価点（最高点５０点） 

 

（２）評価点の算定  

ア 価格評価点の算出方法は以下のとおりとする。（小数点以下第２位以下切捨て） 

・入札金額＝ＶＥ提案（「採用」の通知のあったものに限る）採用後工事費 

・入札価格率（％）＝（入札価格（税抜）／予定価格（税抜））×１００ 

 

 ◆入札価格率が１００％を超える場合 

  失格とし、評価しない。  
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 ◆入札価格率が８７％を超え１００％以下の場合 

価格評価点＝（価格点配点－基礎点）×（１－（（入札価格率－８７％）/（１３％））＋基礎点 

・価格点配点 ＝ ５０点 

・基礎点   ＝ ２５点 

 

   ◆入札価格率が８７％以下の場合 

    価格評価点＝ ５０点 

 

イ 技術評価点は「３ 技術評価の方法」に示す。 

 

（３）落札候補者の決定 

上記の総合評価点を比較し、最も総合評価点が高かった者を落札候補者として決定する。 

ただし、入札価格が低入札価格調査基準価格を下回る場合は、契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがないことを確認する。 

また、落札候補者決定に当たり、最高の総合評価点を獲得した者が複数いた場合には、技術評価

点が高い者を落札候補者とする。技術評価点も同点であった場合には、評価分類のＢ－２項目（地

域経済の活性化）の評価が高い者を落札候補者とする。それでも順位が決定しない場合には、くじ

により落札候補者を決定する。 

 

（４）落札者の決定 
落札候補者から提出された工事費内訳明細書の審査を行い、工事費内訳明細書が適正であると認め

られなかった場合は、次順位者から順次審査し、適格者が確認できるまで行います。 
  落札候補者は、審査の結果、工事費内訳明細書が適正であると認められた場合は、落札者として決定

の上、当該落札者に対し、電話等により連絡します。 

 

（５）総合評価結果の公表 

落札者決定後に次に掲げる事項について公表する。 

(1)入札参加者名 

(2)各入札参加者の価格 

(3)各入札参加者の価格評価点 

(4)各入札参加者の技術評価点 

(5)各入札参加者の総合評価点 

※総合評価に関する審査結果を除き、入札参加者から提出された技術資料は公表しない。 

※各入札価格者の技術評価点の内訳明細は公表しない。 
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３ 技術評価の方法                                   

（１）評価項目、評価基準等 

ア 本工事における評価項目、評価基準及び配点は（表１）のとおりとする。 

イ 提案がない項目は、0点とする。 

 

（２）評価に当たっての留意事項 

ア 設計内容を十分理解し、その内容を変更しない提案であること。 

イ 記載内容に虚偽が認められた場合、審査委員会で協議し失格とする場合がある。 

ウ 計画通知の取り直しや事業スケジュールに影響が出ない提案であること。 

エ 本工事の地域特性や内容に相応しい提案であること。 

オ 各評価項目において、一般的な事項や必ず実施すべき事項（一般的な提案）については、発注者

及び監理者からの指導により落札者は必ず実施することとし、技術提案への記載の有無を問わず

評価しないこととする。 

カ 提案が落札者の責により履行されない場合は、契約時に市と落札者との間で締結する工事請負契

約に関する特約条項に基づき、請負代金の一部返還を求めることとする。 
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表１ 評価項目及び配点整理表 

以下の書類を確認し、各項目について点数を記入する。 
 

 

実績評価について ： 項目別の点数は小数点以下第2位迄算出。評価合計は小数点以下第1位とし、第2位以下を切り捨てとする。 

技術評価について ： 段階評価に基づき算出。 

 

 

評価項目  

価格評価 

価格評価点＝（価格点配点－基礎点）×（１－（（入札価格率－８７％）/（１３％））＋基礎点 
（最低価格制限無し） 

上限価格：6,162,830,000円 （税抜） 

価格点配点：５０点、基礎点：２５点 

提出金額 評価点 

 50 

技術評価 
Ａ 

   
項目の配点 配点小計 

Ａ-１ 

技術協力業

務担当者実

績：4点 

Ａ－１－１ 

管理技術者 

（技術協力業

務） 

の実績：4点 

延床面積8,000㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事にお

いて、現場代理人または監理技術者として従事した実績：4点 

4.0 4.0 

延床面積10,000㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事

において、現場代理人または監理技術者として従事した実績：3点 

延床面積5,000㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事にお

いて、現場代理人または監理技術者として従事した実績：2点 

延床面積5,000㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事に

おいて、現場代理人または監理技術者として従事した実績：1点 

Ａ-２ 

施工業務担

当者実績：3

点 

Ａ－２－１ 

監理技術者 

（新本庁舎建

設） 

の実績：2点 

延床面積8,000㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事にお

いて、現場代理人または監理技術者として従事した実績：2点 

2.0 

3.0 

延床面積10,000㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事

において、現場代理人または監理技術者として従事した実績：1.5点 

延床面積5,000㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事にお

いて、現場代理人または監理技術者として従事した実績：1点 

延床面積5,000㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事に

おいて、現場代理人または監理技術者として従事した実績：0.5点 

Ａ－２－３ 

監理技術者 

（解体施工） 

の実績：1点 

延床面積8,000㎡以上の公共工事の解体工事に係る建築一式工事におい

て、主任技術者として従事した実績：1点 

1.0 

延床面積10,000㎡以上の解体工事に係る建築一式工事において、主任技

術者として従事した実績：0.75点 

延床面積5,000㎡以上の公共工事の解体工事に係る建築一式工事におい

て、主任技術者として従事した実績：0.5点 

延床面積5,000㎡以上の解体工事に係る建築一式工事において、主任技

術者として従事した実績：0.25点 

Ａ－３ 

企業施工実

績：2点 

Ａ－３－１ 

企業の施工実

績：2点 

延床面積8,000㎡以上の免震構造の庁舎の新築に係る建築一式工事にお

ける企業としての実績：2点 

2.0 2.0 

延床面積10,000㎡以上の免震構造の事務所の新築に係る建築一式工事

における企業としての実績：1.5点 

延床面積5,000㎡以上の免震構造の庁舎の新築に係る建築一式工事にお

ける企業としての実績：1点 

延床面積5,000㎡以上の免震構造の事務所の新築に係る建築一式工事に

おける企業としての実績：0.5点 

技術評価点Ａ 小計1 （小数点第１位まで） 
 

9.0 
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評価項目 技術点 

技術評価 Ｂ 

   
項目の配点 配点小計 

Ｂ－１ 

業務全般 

：23点 

Ｂ－１－１ 

技術協力業務

（新本庁舎積

算を含む）の実

施方針・実施体

制：4点 

 

以下の内容等について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れてい

る（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている

（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定

する） 

 

・業務を円滑に進めるための実施方針・実施体制の提案 

・情報連携フローと承認フローの設定 

・組織体制の設定と組成時期、本・支店のバックアップ体制、会議体設定 

・設計者の図面確認、仕様確認、3者協議会スケジュールの設定 

・工期遵守・工期短縮に向けた技術提案の内容、提案の時期 

・品質向上、コスト縮減に向けた技術提案の内容、提案の時期 

 

4.0 

23.0 

Ｂ－１－２ 

解体設計・積算

業務・解体施工

の実施方針・実

施体制：2点 

 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・業務を円滑に進めるための実施方針・実施体制の提案 

・情報連携フローと承認フローの設定 

・組織体制の設定と組成時期、本・支店のバックアップ体制、会議体設定 

・総合仮設計画の提案、安全管理にかかる提案 

 

2.0 

Ｂ－１－３ 

新本庁舎施工

業務の実施方

針・実施体制：

4点 

 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・業務を円滑に進めるための実施方針・実施体制の提案 

・情報連携フローと承認フローの設定 

・組織体制の設定と組成時期、本・支店のバックアップ体制、会議体設定 

・資材、労務確保にかかる方策 

・総合仮設計画の提案、安全管理にかかる提案 

 

4.0 

Ｂ－１－４ 

全 体 工 程 管

理：4点 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・全体工程表の提案（解体設計、解体積算、新本庁舎建設積算、解体工事・

新本庁舎建設着手時期、鉄骨建方開始、受電等の各マイルストンの設定） 

・先行発注等工程管理にかかる諸施策、発注者の意思決定が必要となるタ

イミングの提示 

・進捗管理方法など工程管理にかかる工夫 

・工法、施工手順などの具体的な工夫 

・寒冷地対策、地下水対策、地盤沈下対策など地域特性に即した工程管理

上の工夫 

 

4.0 

Ｂ－１－５ 

コスト管理：4

点 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・建設コスト削減への取組 

・実施設計段階におけるコスト管理手法 

・工事段階におけるコスト管理手法 

・施設の長寿命化と維持管理コスト縮減に対する方策 

 

 

4.0 

Ｂ－１－６ 

品質管理：5点 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・品質管理にかかる実施方針・実施体制 

・設計品質を確保するための方策・ 

・施工品質や施工精度を確保するための方策 

・品質や機能を向上させるための提案 

・設備機器の調整や、竣工後に調整が必要となった場合のフォローアップ

体制や期間等 

・ZEB Ready認証に向けての提案 

・サスティナブル先導事業（省CO2先導型）の実現に向けての提案 

・寒冷地対策、地下水対策、地盤沈下対策など地域特性に即した品質管理

上の工夫 

 

 

5.0 
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Ｂ－２ 

地域経済

の 活 性

化：10点 

Ｂ－２－１ 

市内の建設業

者への発注等

による地域経

済への貢献：4

点 

 

市内の建設業者への発注や市内の資材調達の実施について具体的な金額

（全体工事費に対する割合）を評価 

 

・全体工事費の30％以上：4点 

・全体工事費の25％以上30％未満：3点 

・全体工事費の20％以上25％未満：2点 

・全体工事費の15％以上20％未満：1点 

・全体工事費の15％未満及び具体的記述無し：0点 

 

4.0 

10.0 

Ｂ－２－２ 

市内の建設業

者との連携に

よる地域経済

への貢献：2点 

・市内の建設業者とJV企業体が組まれている：2点 

・市内の建設業者とJV企業体が組まれていない：0点 
2.0 

Ｂ－２－３ 

市内の建設業

者の技術力向

上：2点 

 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・市内の建設業者の技術力向上のための提案 

 

2.0 

Ｂ－２－４ 

市内その他の

業種（建設業者

以外の業種）の

活用方法：2点 

 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・市内のその他の業種（建設業者以外の業種）の活用方法についての提案 

 

2.0 

Ｂ－３ 

周辺環境

へ の 配

慮：6点 

Ｂ－３－１ 

安全対策・騒音

対策：4点 

 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・本事業に当たって工事関係者・来庁者・一般市民等、それぞれに配慮し

た安全対策や騒音対策についての具体的な方策 

（仮設計画、既存施設利用時への配慮） 

 

4.0 

6.0 

Ｂ－３－２ 

周辺環境配慮

と情報提供：2

点 

 

以下の内容について5段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、

評価水準に達していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

 

・周辺環境への配慮 

・市民への情報提供についての提案 

（現場見学会、HPでの情報公開、その他有効な提案） 

 

2.0 

技術評価点Ｂ 小計 （少数点以下第1位まで）  39.0 

技術評価点（Ａ＋Ｂ）×50／48 計  50.0 

総合評価点 （100点満点） ＝技術評価点50点＋価格評価点50点  100.0 

 - 6 - 



（３）評価基準 

Ａ 企業の信頼性・社会性 

・各評価項目において、評価基準に基づき加点する。 

 

Ａ－１ 技術協力業務担当者実績 

Ａ－１－１ 管理技術者（技術協力業務）の実績（様式１） 

・配置予定管理技術者が過去１０年間に担当した同種工事の実績について、下記の基準により評価

し、加点する。 

・延床面積８，０００㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代理人

または監理技術者として従事した実績：4点 

・延床面積１０，０００㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代

理人または監理技術者として従事した実績：3点 

・延床面積５，０００㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代理人

または監理技術者として従事した実績：2点 

・延床面積５，０００㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代理

人または監理技術者として従事した実績：1点 

・配置予定管理技術者が担当した同種工事（２００９年４月以降２０１８年３月末日までに完成・

引渡しが完了した庁舎又は事務所に限る）の実績について様式のとおり記載すること。 

・施工経験を証明する書類（コリンズ登録の写し等による）を添付すること。 

・共同企業体の場合は、出資比率５０％以上の工事に限る。 

・雇用証明及び資格の写しを添付すること。 

・監理技術者（新本庁舎建設）との兼任も可とする。 

 

Ａ－２ 施工業務担当者実績 

 

Ａ－２－１ 監理技術者（新本庁舎建設）の実績（様式２） 

・配置予定監理技術者（新本庁舎建設）が過去１０年間に担当した同種工事の実績について、下記

の基準により評価し、加点する。 

・延床面積８，０００㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代理人

または監理技術者として従事した実績：2点 

・延床面積１０，０００㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代

理人または監理技術者として従事した実績：1.5点 

・延床面積５，０００㎡以上の庁舎の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代理人

または監理技術者として従事した実績：1点 

・延床面積５，０００㎡以上の事務所の新築または改築に係る建築一式工事において、現場代理

人または監理技術者として従事した実績：0.5点 
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・配置予定監理技術者（新本庁舎建設）が担当した同種工事（２００９年４月以降２０１８年３月

末日までに完成・引渡しが完了した庁舎又は事務所に限る）の実績について様式のとおり記載す

ること。 

・施工経験を証明する書類（コリンズ登録の写し等による）を添付すること。 

・共同企業体の場合は、出資比率５０％以上の工事に限る。 

・管理技術者（技術協力業務）との兼任も可とする。 

・現場代理人との兼任も可とする。 

 

Ａ－２－２ 削除 

Ａ－２－３ 監理技術者（解体施工）の実績（様式４） 

・配置予定監理技術者（解体施工）が過去１０年間に担当した同種工事の実績について、下記の基

準により評価し、加点する。 

・延床面積８，０００㎡以上の公共工事の解体工事に係る建築一式工事において、主任技術者と

して従事した実績：1点 

・延床面積１０，０００㎡以上の解体工事に係る建築一式工事において、主任技術者として従事

した実績：0.75点 

・延床面積５，０００㎡以上の公共工事の解体工事に係る建築一式工事において、主任技術者と

して従事した実績：0.5点 

・延床面積５，０００㎡以上の解体工事に係る建築一式工事において、主任技術者として従事し

た実績：0.25点 

・配置予定主任技術者（解体施工）が担当した同種工事（２００９年４月以降２０１８年３月末日

までに完成・引渡しが完了した庁舎又は事務所に限る）の実績について様式のとおり記載するこ

と。 

・施工経験を証明する書類（コリンズ登録の写し等による）を添付すること。 

・共同企業体の場合は、出資比率５０％以上の工事に限る。 

・監理技術者（新本庁舎建設）との兼任も可とする。 

 

Ａ－３ 企業施工実績 

Ａ－３－１ 企業の施工実績（様式５） 

・過去１０年間の企業の施工実績について、下記の基準により評価し、加点する。 
 

・延床面積８，０００㎡以上の免震構造の庁舎の新築に係る建築一式工事における企業としての

実績：2点 

・延床面積１０，０００㎡以上の免震構造の事務所の新築に係る建築一式工事における企業とし

ての実績：1.5点 

・延床面積５，０００㎡以上の免震構造の庁舎の新築に係る建築一式工事における企業としての

実績：1点 

・延床面積５，０００㎡以上の免震構造の事務所の新築に係る建築一式工事における企業として

の実績：0.5点 
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・施工した同種工事（２００９年４月以降２０１８年３月末日までに完成・引渡しが完了した庁舎

または事務所に限る）の実績について様式のとおり記載すること。 

・庁舎、事務所ともに５，０００㎡以上の新築又は改築工事を対象として記載すること。 

・施工経験を証明する書類（コリンズ登録の写し等による）を添付すること。 

・共同企業体の場合は、出資比率５０％以上の工事に限る。 
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Ｂ 企業の技術力 

この項の評価項目に関しては、以下のような採点方式とする。 

１）各評価項目において、評価基準に基づき加点する。 

２）本工事の地域特性・内容に相応しいこと、具体的で実現性があること、効果が期待できること

などの視点から評価する。 

３）各評価項目の提案を担保する方法やそれらによる効果・予測とその検証方法についても記述す

ること。 

 

Ｂ－１ 業務全般（様式６） 

Ｂ－１－１ 技術協力業務（新本庁舎積算を含む）の実施方針・実施体制（項目の配点：４点） 

・下記内容についての提案を評価し、加点する。 

 

以下の内容について５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れてい

る（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）の

値を乗じて価格点を算定する） 

・業務を円滑に進めるための実施方針・実施体制の提案 

・情報連携フローと承認フローの設定 

・組織体制の設定と組成時期、本・支店のバックアップ体制、会議体設定 

・設計者の図面確認、仕様確認、3者協議会スケジュールの設定 

・工期遵守・工期短縮に向けた技術提案の内容、提案の時期 

・品質向上・コスト縮減に向けた技術提案の内容、提案の時期 

 

・A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイント以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと。 

 

 Ｂ－１－２ 解体設計・施工・積算業務の実施方針・実施体制（項目の配点：２点） 

以下の内容について、５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れて

いる（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）

の値を乗じて価格点を算定する） 

・業務を円滑に進めるための実施方針・実施体制の提案 

・情報連携フローと承認フローの設定 

・組織体制の設定と組成時期、本・支店のバックアップ体制、会議体設定 

・総合仮設計画の提案、安全管理にかかる提案 

 

・A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイント以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと。 
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Ｂ－１－３ 新本庁舎施工業務の実施方針・実施体制（項目の配点：４点） 

以下の内容について、５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れて

いる（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）

の値を乗じて価格点を算定する） 

・業務を円滑に進めるための実施方針・実施体制の提案 

・情報連携フローと承認フローの設定 

・組織体制の設定と組成時期、本・支店のバックアップ体制、会議体設定 

・資材、労務確保にかかる方策 

・総合仮設計画の提案、安全管理にかかる提案 

 

・A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイント以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと。 

 

 Ｂ－１－４ 全体工程管理（項目の配点：４点） 

以下の内容について、５段階で評価する。（各項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れ

ている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）

の値を乗じて価格点を算定する） 

・全体工程表の提案（解体設計、解体積算、新本庁舎建設積算、解体工事・新本庁舎建設着手

時期、鉄骨建方開始、受電等の各マイルストンの設定） 

・先行発注等工程管理にかかる諸施策、発注者の意思決定が必要となるタイミングの提示 

・進捗管理方法など工程管理にかかる工夫 

・工法、施工手順などの具体的な工夫 

・寒冷地対策、地下水対策、地盤沈下対策など地域特性に即した工程管理上の工夫 

 

・A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイント以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと。 

 

 Ｂ－１－５ コスト管理（項目の配点：４点） 

以下の内容について、５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れて

いる（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）

の値を乗じて価格点を算定する） 

・建設コスト削減への取組 

・実施設計段階におけるコスト管理手法 

・工事段階におけるコスト管理手法 

・施設の長寿命化と維持管理コスト縮減に対する方策 

・A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイント以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 
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・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと。 

 

Ｂ－１－６ 品質管理（項目の配点：５点） 

以下の内容について、要求水準と比較し５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている

（S=1.0）、優れている（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達

していない（D=0.0）の値を乗じて価格点を算定する） 

・設計品質を確保するための方策 

・施工品質や施工精度を確保するための方策。 

・品質や機能を向上させるための提案 

・品質を管理するための体制 

・設備機器の調整や、竣工後に調整が必要となった場合の対応方法や連絡体制、フォローアッ

プ体制や期間などについて、有効な提案 

・ZEB Ready、その他環境技術の実現に向けての提案 

 

・A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイント以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと。 
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Ｂ－２ 地域経済の活性化（様式７） 

Ｂ－２－１ 市内の建設業者への発注等による地域経済への貢献（項目の配点：４点） 

・下記内容についての提案を評価し、加点する。 

市内の建設業者への発注や市内の資材調達の実施について具体的な金額（全体工事費に対する割

合）を評価 

・全体工事費の30％以上：4点 

・全体工事費の25％以上30％未満：3点 

・全体工事費の20％以上25％未満：2点 

・全体工事費の15％以上20％未満：1点 

・全体工事費の15％未満及び具体的な記述無し：0点 

 

Ｂ－２－２ 市内の建設業者との連携等による地域経済への貢献（項目の配点：２点） 

・下記内容についての提案を評価し、加点する。 

・市内の建設業者とJV企業体が組まれている：2点 

・市内の建設業者とJV企業体が組まれていない：0点 

 

・B-2-1 、B-2-2の提案を A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイン

ト以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと。 

 

Ｂ－２－３ 市内の建設業者の技術力向上（項目の配点：２点） 

・下記内容についての提案を評価し、加点する。 

以下の内容について５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れてい

る（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）

の値を乗じて価格点を算定する） 

・市内の建設業者の技術力向上のための提案 

   

Ｂ－２－４ 市内のその他の業種（建設業者以外の業種）の活用方法（項目の配点：２点） 

・下記内容についての提案を評価し、加点する。 

以下の内容について５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れてい

る（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）

の値を乗じて価格点を算定する） 

・市内のその他の業種（建設業者以外の業種）の活用方法についての提案 

 

・B-2-3 、B-2-4の提案を A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイン

ト以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと 
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Ｂ－３ 周辺環境への配慮（様式８） 

Ｂ－３－１ 安全対策・騒音対策（項目の配点：４点） 

・下記内容についての提案を評価し、加点する。 

以下の内容について５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れてい

る（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）の

値を乗じて価格点を算定する） 

・本事業に当たって工事関係者・来庁者・一般市民等、それぞれに配慮した安全対策や騒音 

対策について具体的な方策（仮設計画、既存施設利用時への配慮） 

 

 

Ｂ－３－２ 周辺環境への配慮と情報提供（項目の配点：２点） 

以下の内容について５段階で評価する。（項目の配点に、特に優れている（S=1.0）、優れてい

る（A=0.75）、標準的（B=0.5）、やや劣っている（C=0.25）、評価水準に達していない（D=0.0）の

値を乗じて価格点を算定する） 

・周辺環境への配慮 

・市民への情報提供についての提案 

（現場見学会、HPでの情報公開、その他有効な提案） 

 

 

・周辺への配慮を含め、現場見学会の実施やホームページでの情報公開、その他、周辺住民の理解

と協力を得られるような配慮に関する具体的な提案をすること。また、提案内容については実施

方法・提案の効果がわかるように記載すること。 

・B-3-1 、B-3-2の提案を A3横型片面印刷で１ページにまとめること。文字サイズは、10.5ポイン

ト以上とする。 

・文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図などは使用できるものとする。 

・提出者を特定できる内容（事業者名や実績などの名称）を記入しないこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 14 - 



４ スケジュール                            

入札公告から落札者決定までのスケジュールは以下のとおりとする。 

 

平成３０年１０月 ５日  入札公告 
平成３０年１０月 ９日  設計図書、様式等交付開始 
             入札参加資格に関する質問受付開始 
             交付図書・入札方法・技術提案・ＶＥ提案等に関する質問受付開始 
平成３０年１０月１２日  入札参加資格に関する質問の提出期限 
平成３０年１０月１７日  入札参加資格に関する質問回答 
平成３０年１０月２２日  入札参加申請提出期限 
             設計図書、様式等交付期限 
平成３０年１０月２４日  交付図書・入札方法・技術提案・ＶＥ提案等に関する質問書の提出期限 
平成３０年１０月２６日  入札参加資格確認通知送付 
平成３０年１０月３１日  交付図書・入札方法・技術提案・ＶＥ提案等に関する質問回答 
平成３０年１１月２６日  技術提案書・ＶＥ提案書提出期限 
平成３０年１２月 ３日  提案内容に対するヒアリング質疑配布 
平成３０年１２月 ４日  ＶＥ提案金額提出期限 
平成３０年１２月 ６日  提案内容に対するヒアリング（ヒアリング質疑回答を持参ください） 
平成３０年１２月１２日  ＶＥ提案の採否通知 

平成３０年１２月２６日  価格提案書入札・開札 

平成３０年１２月２７日  公表用積算内訳書閲覧請求、積算疑義申立て受付 

平成３０年１２月２８日  積算疑義申立て受付期限（午後３時締切） 

平成３１年 １月 ４日  積算疑義申立て回答、落札者候補者決定通知送付 

平成３１年 １月 ９日（予定） 落札者決定通知（低入札価格調査に該当しない場合） 

平成３１年 １月１１日（予定） 落札者決定通知（低入札価格調査に該当する場合） 
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