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公共工事における総合評価落札方式の手引き 

福 井 県 

平成２６年６月 

公共工事における総合評価落札方式の手引き 

福 井 県 

平成２５年５月 
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１から９  省略 （変更なし） 

１０ 評価項目および評価基準 

（Ａ）技術提案（様式５号～８号）    省略 （変更なし） 

（Ｂ）企業の技術力（様式第９号、第１０号、第１０号の２）    省略 （変更なし） 

（Ｃ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号、第１１号の２） 

・配置予定技術者は、主任（監理）技術者を評価対象とする。 

・配置予定技術者が特定できず、複数の申請があった場合には、配置予定技術者に関する評価点の合計が

最低となる者で評価する。 

・入札の申し込みを行った日において、３ヶ月以上の期間、元請け企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。 

・受注者の責に帰すべき事由により、施工時の技術者を変更した結果、入札時の評価点を満足しない場合

は、ペナルティの対象とする。 

(a)配置予定技術者の施工経験 

 今回配置する予定の主任（監理）技術者を評価対象とし、次の①または②の元請け企業の技術者として

の経験を評価する。（表－１） 

①過去１５年間（※）の同種工事における主任（監理）技術者としての経験 

②今回発注する工事の入札公告日が属する年度の４月１日時点の年齢が４０歳未満である者（若手技術

者）における過去１５年間（※）の（表－２）の経験 

（※過去１５年間の定義は、「（Ｂ）企業の技術力 (a)施工実績 」に準じる。） 

・加点対象となる同種工事の種類、規模等を入札公告に明示する。 

・完成・引渡しが完了した工事の経験を評価する。 

・同種工事の経験として主体的に関与していること。 

・工期途中で主任（監理）技術者等を交代した経験については原則評価しない。ただし、鋼橋上部工事

等、工場製作と架設等の現場施工の各々の従事期間に異なる主任（監理）技術者を配置することが認

められる工事においては、工場製作期間における配置予定技術者は工場製作の経験を評価し、現場施

工期間における配置予定技術者は現場施工の経験を評価した上で、評価点の合計が最低となる者で評

価する。（評価点の判定方法についてはp.20参照） 

・原則として、福井県、国、その他公共発注機関、民間が発注した工事の施工経験を評価する。 

・担当技術者として従事した経験を同種工事の経験とする場合には様式第１１号の２ および福井県が

発行した担当技術者従事経験証明書、１級国家資格者証の写しを提出すること。 

・現場代理人として従事した経験は同種工事としては評価しない。 

・ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、施工図、契約書等の写しを提出すること。（必要最低限で可） 

（表－１） 

今回発注工事における 

評価対象者 

評価内容

（①または②を評価）

① 過去１５年間の同種工事における主任（監理）技術者としての

経験 

1 から９   省略（変更なし） 

１０ 評価項目および評価基準 

（Ａ）技術提案（様式５号～８号）    省略  (変更なし) 

（Ｂ）企業の技術力（様式第９号、第１０号、第１０号の２）    省略  (変更なし) 

（Ｃ）配置予定技術者の技術力（様式第１１号、第１１号の２） 

・配置予定技術者は、主任（監理）技術者を評価対象とする。 

・配置予定技術者が特定できず、複数の申請があった場合には、配置予定技術者に関する評価点の合計が

最低となる者で評価する。 

・入札の申し込みを行った日において、３ヶ月以上の期間、元請け企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。 

・受注者の責に帰すべき事由により、施工時の技術者を変更した結果、入札時の評価点を満足しない場合

は、ペナルティの対象とする。 

(b)配置予定技術者の施工経験 

 今回配置する予定の主任（監理）技術者を評価対象とし、次の①または②の元請け企業の技術者として

の経験を評価する。（表－１） 

①過去１５年間（※）の同種工事における主任（監理）技術者としての経験 

②今回発注する工事の入札公告日が属する年度の４月１日時点の年齢が４０歳未満である者（若手技術

者）における過去１５年間（※）の（表－２）の経験 

（※過去１５年間の定義は、「（Ｂ）企業の技術力 (a)施工実績 」に準じる。） 

・加点対象となる同種工事の種類、規模等を入札公告に明示する。 

・完成・引渡しが完了した工事の経験を評価する。 

・同種工事の経験として主体的に関与していること。 

・工期途中で主任（監理）技術者等を交代した経験については原則評価しない。ただし、鋼橋上部工事

等、工場製作と架設等の現場施工の各々の従事期間に異なる主任（監理）技術者を配置することが認

められる工事においては、工場製作期間における配置予定技術者は工場製作の経験を評価し、現場施

工期間における配置予定技術者は現場施工の経験を評価した上で、評価点の合計が最低となる者で評

価する。（評価点の判定方法についてはp.20参照） 

・原則として、福井県、国、その他公共発注機関、民間が発注した工事の施工経験を評価する。 

・担当技術者として従事した経験を同種工事の経験とする場合には様式第１１号の２ および福井県が

発行した担当技術者従事経験証明書、１級国家資格者証の写しを提出すること。 

・現場代理人として従事した経験は同種工事としては評価しない。 

・ＣＯＲＩＮＳ工事カルテ、施工図、契約書等の写しを提出すること。（必要最低限で可） 

（表－１） 

今回発注工事における 

評価対象者 

評価内容

（①または②を評価）

③ 過去１５年間の同種工事における主任（監理）技術者としての

経験 
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配置予定技術者

（主任（監理）

技術者）

② 今回発注する工事の入札公告日が属する年度の４月１日時点の

年齢が４０歳未満である者（若手技術者）における過去１５年

間の（表－２）の経験 

（表－２） 

評価条件 
経験した 

工事の業種 

経験した 

工事での 

立場 

経験した工

事着手時の

保有資格 

経験した 

工事の 

契約金額 

CORINS

登録 

福井県による

担当技術者の

従事経験証明

（※６） 

右の条件を満たす工事

を３件以上経験（※２）

しており、かつそのう

ち１件以上は今回発注

工事と同種工事（※３）

であること 

今回発注工

事と同一業

種（※１）の

工事 

現場常駐の 

担当技術者 

（※４） 

１級 

国家資格 

（※５） 

2,500 万円 

以上 

(建築一式工

事は5,000万

円以上） 

必須 必須 

（※１） ここでいう同一業種の「業種」とは、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「鋼構造物工事」な

どの建設工事の種類とする。 

（※２） 「同一業種」の工事経験（３件以上）の中には、保有資格および契約金額が上表と同一の条件を満

たす、現場代理人・監理技術者・主任技術者のいずれかとしての過去１５年間の工事の経験を含め

てもよい。ただし、現場代理人は「技術者」ではないので、総合評価落札方式における加点評価に

おいては、現場代理人としての工事の経験は「同種工事（※３）の経験」としては評価しない。 

（※３）「同種工事」とは、今回発注される工事と同種の工事のことをいう。 

（例：（今回）ﾄﾝﾈﾙ →（過去）ﾄﾝﾈﾙ、（今回）鋼橋上部工 →（過去）鋼橋上部工） 

（※４）一の工事において、（※６）の｢担当技術者従事経験証明書｣を取得するため、「現場常駐の担当技

術者」を配置する場合は、以下の（ア）～（オ）の条件をすべて満たすことを必須とする。なお、｢担

当技術者従事経験証明書｣の取得の対象となる現場常駐の担当技術者の配置は、一つの工事につき一

名のみとする。 

（ア） 担当技術者は、当該工事に配置される専任の主任技術者もしくは監理技術者の指導の下

で、当該工事における主任技術者相当の職務内容の習得を目的として当該工事現場に常駐

する者であること。 

（イ） 担当技術者は当該工事の着手時点においてすでに３か月以上の期間、当該工事の元請け企

業（共同企業体にあっては代表者に限る）に直接的かつ恒常的に雇用されている者である

こと。 

（ウ） 当該工事の元請け企業（共同企業体にあっては代表者に限る）が福井県内に主たる営業所

を有する企業であること。 

（エ） 当該工事における担当技術者のＣＯＲＩＮＳ登録を行うこと。（「登録内容確認書」の提

出がない場合は、原則、担当技術者従事経験証明書を発行しない。） 

（オ） 当該工事で提出する「現場代理人等通知書」に「現場常駐の担当技術者」の氏名を記載し、

健康保険証の写しおよび１級国家資格者証の写しと共に提出すること。 

配置予定技術者

（主任（監理）

技術者）

④ 今回発注する工事の入札公告日が属する年度の４月１日時点の

年齢が４０歳未満である者（若手技術者）における過去１５年

間の（表－２）の経験 

（表－２） 

評価条件 
経験した 

工事の業種 

経験した 

工事での 

立場 

経験した工

事着手時の

保有資格 

経験した 

工事の 

契約金額 

CORINS

登録 

福井県による

担当技術者の

従事経験証明

（※６） 

右の条件を満たす工事

を３件以上経験（※２）

しており、かつそのう

ち１件以上は今回発注

工事と同種工事（※３）

であること 

今回発注工

事と同一業

種（※１）の

工事 

現場常駐の 

担当技術者 

（※４） 

１級 

国家資格 

（※５） 

2,500 万円 

以上 

(建築一式工

事は5,000万

円以上） 

必須 必須 

（※１） ここでいう同一業種の「業種」とは、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「鋼構造物工事」な

どの建設工事の種類とする。 

（※２） 「同一業種」の工事経験（３件以上）の中には、保有資格および契約金額が上表と同一の条件を満

たす、現場代理人・監理技術者・主任技術者のいずれかとしての過去１５年間の工事の経験を含め

てもよい。ただし、現場代理人は「技術者」ではないので、総合評価落札方式における加点評価に

おいては、現場代理人としての工事の経験は「同種工事（※３）の経験」としては評価しない。 

（※３）「同種工事」とは、今回発注される工事と同種の工事のことをいう。 

（例：（今回）ﾄﾝﾈﾙ →（過去）ﾄﾝﾈﾙ、（今回）鋼橋上部工 →（過去）鋼橋上部工） 

（※４）一の工事において、（※６）の｢担当技術者従事経験証明書｣を取得するため、「現場常駐の担当技

術者」を配置する場合は、以下の（ア）～（オ）の条件をすべて満たすことを必須とする。なお、｢担

当技術者従事経験証明書｣の取得の対象となる現場常駐の担当技術者の配置は、一つの工事につき一

名のみとする。 

（カ） 担当技術者は、当該工事に配置される専任の主任技術者もしくは監理技術者の指導の下

で、当該工事における主任技術者相当の職務内容の習得を目的として当該工事現場に常駐

する者であること。 

（キ） 担当技術者は当該工事の着手時点においてすでに３か月以上の期間、当該工事の元請け企

業（共同企業体にあっては代表者に限る）に直接的かつ恒常的に雇用されている者である

こと。 

（ク） 当該工事の元請け企業（共同企業体にあっては代表者に限る）が福井県内に主たる営業所

を有する企業であること。 

（ケ） 当該工事における担当技術者のＣＯＲＩＮＳ登録を行うこと。（「登録内容確認書」の提

出がない場合は、原則、担当技術者従事経験証明書を発行しない。） 

（コ） 当該工事で提出する「現場代理人等通知書」に「現場常駐の担当技術者」の氏名を記載し、

健康保険証の写しおよび１級国家資格者証の写しと共に提出すること。 
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（※５）１級国家資格は（表－３）に示すものとし、過去に経験した工事の着手前に取得していなければな

らない。 

（※６）担当技術者としての経験の場合のみ必要。 ｢担当技術者従事経験証明書｣は平成23年7月15日以降に

入札公告された福井県発注の工事の完成後から、当該工事の発注機関（発注事務所）で発行を開始

する。担当技術者従事経験証明書の発行を希望する場合は、（※４）の条件を満たした上で、原則、

当該工事の完成通知書と共に「担当技術者従事経験証明申請書」を発注機関（発注事務所）に提出

すること。（完成通知の日から30日以内に申請のあったものについて証明書を発行する。） 

（表－３）１級国家資格

業種（建設工事の種類） 資 格

土木一式工事 １級土木施工管理技士

建築一式工事 １級建築士または

１級建築施工管理技士 

法面処理工事 １級土木施工管理技士 

電気工事 １級電気工事施工管理技士

管工事 １級管工事施工管理技士

鋼構造物工事 １級土木施工管理技士

ほ装工事 １級土木施工管理技士

機械器具設置工事 不要

電気通信工事 不要

造園工事 １級造園施工管理技士

なお、当初契約額が2,500万円以上であった工事が変更契約により2,500万円未満となった場合は、当該

工事の主任（監理）技術者が工事完成の日まで引き続き専任を続けた場合に限り、当該工事における担当

技術者の従事経験証明書を発行できる。 

また、担当技術者が工事期間中に常駐しなかった場合は従事経験証明書を発行しない。 

（発注者はＣＯＲＩＮＳ等により当該工事の完成日における主任（監理）技術者の専任状況、担当技術者

の工事期間中におけるＣＯＲＩＮＳ登録状況等を確認する。） 

（参考図） 

（※５）１級国家資格は（表－３）に示すものとし、過去に経験した工事の着手前に取得していなければな

らない。 

（※６）担当技術者としての経験の場合のみ必要。 ｢担当技術者従事経験証明書｣は平成23年7月15日以降に

入札公告された福井県発注の工事の完成後から、当該工事の発注機関（発注事務所）で発行を開始

する。担当技術者従事経験証明書の発行を希望する場合は、（※４）の条件を満たした上で、原則、

当該工事の完成通知書と共に「担当技術者従事経験証明申請書」を発注機関（発注事務所）に提出

すること。（完成通知の日から30日以内に申請のあったものについて証明書を発行する。） 

（表－３）１級国家資格

業種（建設工事の種類） 資 格

土木一式工事 １級土木施工管理技士

建築一式工事 １級建築士または

１級建築施工管理技士 

法面処理工事 １級土木施工管理技士 

電気工事 １級電気工事施工管理技士

管工事 １級管工事施工管理技士

鋼構造物工事 １級土木施工管理技士

ほ装工事 １級土木施工管理技士

機械器具設置工事 不要

電気通信工事 不要

造園工事 １級造園施工管理技士

なお、当初契約額が2,500万円以上であった工事が変更契約により2,500万円未満となった場合は、当該

工事の主任（監理）技術者が工事完成の日まで引き続き専任を続けた場合に限り、当該工事における担当

技術者の従事経験証明書を発行できる。 

また、担当技術者が工事期間中に常駐しなかった場合は従事経験証明書を発行しない。 

（発注者はＣＯＲＩＮＳ等により当該工事の完成日における主任（監理）技術者の専任状況、担当技術者

の工事期間中におけるＣＯＲＩＮＳ登録状況等を確認する。） 

（参考図） 
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H9年度
7
月

日

4
月
1

日

15年前 発注年度
H23年度 H24年度

15

現場常駐の担当技術者

⑦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工
（法面処理工事）

現場代理人主任技術者

●1級国家資格取得

技術者Bの例

⑧ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工
（法面処理工事）

（⑤～⑦と同一

業種であり、

⑦と同種工事）

この時点において40歳未満→

⑥吹付法枠工
（法面処理工事）

⑤ﾓﾙﾀﾙ吹付工
（法面処理工事）

証明書

発行

この時点において40歳未満→

●1級国家資格取得

現場常駐の担当技術者

①切土工
（土木一式）

②盛土工
（土木一式）

③橋梁下部工
（土木一式）

技術者Aの例

④橋梁下部工
（土木一式工事）

（①～③と同一

業種であり、

③と同種工事）

証明書

発行

証明書

発行

証明書

発行

①～③の証明書、

１級国家資格者証

の写しを提出

⑦の証明書、

１級国家資格者証

の写しを提出

過去１５年間

※技術者Ａの場合 

・①、②、③の工事はいずれも④の工事と同一業種であり、契約金額が2,500万円（建築一式工事にあっ

ては5,000万円）以上であること。 

・現場常駐の担当技術者として従事する①、②、③の工事の入札公告は平成23年7月15日以降であること。

・１級国家資格は①、②、③の工事に従事する以前に取得していること。 

・上記をすべて満たした場合、③の工事の完成以降に入札の申し込みを行う案件（④の工事）より、現

場常駐の担当技術者としての同種工事③の施工経験を評価する。 

※技術者Ｂの場合 

・⑤、⑥、⑦の工事はいずれも⑧の工事と同一業種であり、契約金額が2,500万円（建築一式工事にあっ

ては5,000万円）以上であること。 

・現場常駐の担当技術者として従事する⑦の工事の入札公告は平成23年7月15日以降であること。 

・１級国家資格は⑤、⑥、⑦の工事に従事する以前に取得していること。 

・同一業種の施工経験（3件）には、現場代理人または主任技術者としての経験（⑤、⑥）を含むことが

できる。（ただし現場代理人として従事した経験は同種工事の経験としての評価はしない） 

・⑦の工事が⑧と同種工事であること。 

・上記をすべて満たした場合、⑦の工事の完成以降に入札の申し込みを行う案件（⑧の工事）より、現

場常駐の担当技術者としての同種工事⑦の施工経験を評価する。 

(b)配置予定技術者の保有資格 

工事内容に応じて、配置予定技術者（主任（監理）技術者）の保有資格の有無を評価する。 

・標準型においては必要な資格を工事内容により設定する。 

・資格者証の写しにより確認する。 

H9年度
7
月

日

4
月
1

日

15年前 発注年度
H23年度 H24年度

15

現場常駐の担当技術者

⑦ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工
（法面処理工事）

現場代理人主任技術者

●1級国家資格取得

技術者Bの例

⑧ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工
（法面処理工事）

（⑤～⑦と同一

業種であり、

⑦と同種工事）

この時点において40歳未満→

⑥吹付法枠工
（法面処理工事）

⑤ﾓﾙﾀﾙ吹付工
（法面処理工事）

証明書

発行

この時点において40歳未満→

●1級国家資格取得

現場常駐の担当技術者

①切土工
（土木一式）

②盛土工
（土木一式）

③橋梁下部工
（土木一式）

技術者Aの例

④橋梁下部工
（土木一式工事）

（①～③と同一

業種であり、

③と同種工事）

証明書

発行

証明書

発行

証明書

発行

①～③の証明書、

１級国家資格者証

の写しを提出

⑦の証明書、

１級国家資格者証

の写しを提出

過去１５年間

※技術者Ａの場合 

・①、②、③の工事はいずれも④の工事と同一業種であり、契約金額が2,500万円（建築一式工事にあっ

ては5,000万円）以上であること。 

・現場常駐の担当技術者として従事する①、②、③の工事の入札公告は平成23年7月15日以降であること。

・１級国家資格は①、②、③の工事に従事する以前に取得していること。 

・上記をすべて満たした場合、③の工事の完成以降に入札の申し込みを行う案件（④の工事）より、現

場常駐の担当技術者としての同種工事③の施工経験を評価する。 

※技術者Ｂの場合 

・⑤、⑥、⑦の工事はいずれも⑧の工事と同一業種であり、契約金額が2,500万円（建築一式工事にあっ

ては5,000万円）以上であること。 

・現場常駐の担当技術者として従事する⑦の工事の入札公告は平成23年7月15日以降であること。 

・１級国家資格は⑤、⑥、⑦の工事に従事する以前に取得していること。 

・同一業種の施工経験（3件）には、現場代理人または主任技術者としての経験（⑤、⑥）を含むことが

できる。（ただし現場代理人として従事した経験は同種工事の経験としての評価はしない） 

・⑦の工事が⑧と同種工事であること。 

・上記をすべて満たした場合、⑦の工事の完成以降に入札の申し込みを行う案件（⑧の工事）より、現

場常駐の担当技術者としての同種工事⑦の施工経験を評価する。 

(b)配置予定技術者の保有資格 

工事内容に応じて、配置予定技術者（主任（監理）技術者）の保有資格の有無を評価する。 

・標準型においては必要な資格を工事内容により設定する。 

・資格者証の写しにより確認する。 
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① 土木一式 

評価基準（設計金額 7000 万円未満の土木一式の標準型例） 

資格 配点

1級土木施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

ただし、以下に該当する場合は下表のとおりとする。 

主たる工事内容が鉄筋コンクリート、プレストレストコンクリートの場合 

・評価基準（設計金額 7000 万円未満の土木一式） 

資格 配点

1級土木施工管理技士

およびコンクリートの品質確保に資する資格（※）

1.0 

1級土木施工管理技士

またはコンクリートの品質確保に資する資格（※）

0.5 

上記以外 0 

・評価基準（設計金額 7000 万円以上の土木一式） 

資格 配点

コンクリートの品質確保に資する資格（※） 0.5 

上記以外 0 

※ここでいうコンクリートの品質に資する資格とは、コンクリート診断士、コンクリート主任技士、コ

ンクリート技士、プレストレストコンクリート技士、コンクリート構造診断士とする。 

② ほ装工事 

・評価基準（ほ装）

資格 配点

1級舗装施工管理技術者 1.0 

2級舗装施工管理技術者 0.5 

上記以外 0 

③ 法面工事 

・評価基準（法面の例）

資格 配点

のり面施工管理技術者

グラウンドアンカー施工士

地すべり防止工事士

1.0 

上記以外 0 

・評価基準（設計金額 7000 万円未満の土木一式の例） 

資格 配点

1級土木施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

・評価基準（ほ装） 

資格 配点

1級舗装施工管理技術者 1.0 

2級舗装施工管理技術者 0.5 

上記以外 0 

・評価基準（法面の例） 

資格 配点

のり面施工管理技術者

グラウンドアンカー施工士

地すべり防止工事士

1.0 

上記以外 0 
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(c) 優良工事表彰 

福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験を評価する。（直

近の２か年） 

・評価は申請に基づき行う。 

・福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験による加点申請

を行った工事の契約は、発注機関毎に、入札公告日の属する各年（※）あたり原則１回限りとする。

※ここでいう各年の年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約1年間）

とする。 

・評価方法は「（Ｂ）企業の技術力  (c)優良工事表彰 」に準じる。 

なお、鋼橋上部工事等で、同一の工事において工場製作と現場施工の各々の従事期間に異なる主任

（監理）技術者を配置し優良工事表彰を受賞している場合は、さらに以下の①～③の制約条件がある

ため注意すること。 

①工場製作を担当して優良工事表彰を受賞した技術者は工場製作期間限定の配置予定技術者、現場

施工を担当して優良工事表彰を受賞した技術者は現場施工期間限定の配置予定技術者として優良

工事加点申請を行う場合のみ評価する。 

②いずれか１名の優良工事加点申請を行った時点で、その入札における落札が決定するまで、他方

の者は当該発注機関における他の入札への優良工事加点申請ができなくなり、さらに落札した場

合は両者が当該発注機関のその年（※）におけるその後の優良工事加点申請ができない。（※こ

こでいう年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約1年間）をいう。）

③同一の発注機関における複数の入札において、優良工事加点申請が同日となりえるケースでは、

いずれか１件を選択し優良工事加点申請を行わなければならない。（同一の発注機関において、

各々が同日に別の入札への優良工事加点申請を行った場合は、その双方の入札における優良工事

加点申請の点数を０点とする。） 

（評価点の判定方法についてはp.21参照）

・現場代理人および担当技術者として従事した工事の受賞経験は評価しない。 

・配置予定技術者が、受賞時に所属していた企業と異なる企業に所属している場合には評価しない。 

・共同企業体として表彰を受けたものは、代表者の主任（監理）技術者の従事経験を評価対象とする。

・評価基準 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請 配点

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし（または受賞なし） 0 

(d)継続学習への取組状況 

①土木一式工事および鋼構造物工事 

(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）に継続参加中であり、取得ユニット数

が一定の水準を満たした場合に加点する。 

・設計金額7,000万円以上で「(b)配置予定技術者の保有資格」を評価項目としない案件において評価項

目とする。 

・証明する資料として、連合会が発行する証明書の写しの提出が必要であり、単一企業の社内研修会は

ユニット数算定の対象外とする場合がある。 

・証明書の証明日は入札の申し込みを行った日から遡って３か月以内のものを有効と する。 

(c) 優良工事表彰 

福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験を評価する。（直

近の２か年） 

・評価は申請に基づき行う。 

・福井県優良工事表彰を受賞した工事における主任（監理）技術者として従事した経験による加点申請

を行った工事の契約は、発注機関毎に、入札公告日の属する各年（※）あたり原則１回限りとする。

※ここでいう各年の年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約1年間）

とする。 

・評価方法は「（Ｂ）企業の技術力  (c)優良工事表彰 」に準じる。 

なお、鋼橋上部工事等で、同一の工事において工場製作と現場施工の各々の従事期間に異なる主任

（監理）技術者を配置し優良工事表彰を受賞している場合は、さらに以下の①～③の制約条件がある

ため注意すること。 

①工場製作を担当して優良工事表彰を受賞した技術者は工場製作期間限定の配置予定技術者、現場

施工を担当して優良工事表彰を受賞した技術者は現場施工期間限定の配置予定技術者として優良

工事加点申請を行う場合のみ評価する。 

②いずれか１名の優良工事加点申請を行った時点で、その入札における落札が決定するまで、他方

の者は当該発注機関における他の入札への優良工事加点申請ができなくなり、さらに落札した場

合は両者が当該発注機関のその年（※）におけるその後の優良工事加点申請ができない。（※こ

こでいう年とは、優良工事表彰日の翌日から翌年の優良工事表彰日までの期間（約1年間）をいう。）

③同一の発注機関における複数の入札において、優良工事加点申請が同日となりえるケースでは、

いずれか１件を選択し優良工事加点申請を行わなければならない。（同一の発注機関において、

各々が同日に別の入札への優良工事加点申請を行った場合は、その双方の入札における優良工事

加点申請の点数を０点とする。） 

（評価点の判定方法についてはp.21参照）

・現場代理人および担当技術者として従事した工事の受賞経験は評価しない。 

・配置予定技術者が、受賞時に所属していた企業と異なる企業に所属している場合には評価しない。 

・共同企業体として表彰を受けたものは、代表者の主任（監理）技術者の従事経験を評価対象とする。

・評価基準 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請 配点

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5 

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし（または受賞なし） 0 

(d)継続学習への取組状況 

①土木一式工事および鋼構造物工事 

(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）に継続参加中であり、取得ユニット数

が一定の水準を満たした場合に加点する。 

・設計金額7,000万円以上で「(b)配置予定技術者の保有資格」を評価項目としない案件において評価項

目とする。 

・証明する資料として、連合会が発行する証明書の写しの提出が必要であり、単一企業の社内研修会は

ユニット数算定の対象外とする場合がある。 

・証明書の証明日は入札の申し込みを行った日から遡って３か月以内のものを有効と する。 
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・ 評価基準（標準）

取得ユニット数 配点

推奨ユニット数以上

２０ユニット／年

４０ユニット／２年

１００ユニット／５年

1.0 

推奨ユニット数の半分以上

１０ユニット／年

２０ユニット／２年

５０ユニット／５年

0.5 

上記以外 0 

ただし、以下に該当する場合は下表のとおりとする。 

主たる工事内容が鉄筋コンクリート、プレストレストコンクリートの場合 

・ 評価基準 

取得ユニット数 配点

推奨ユニット数以上

２０ユニット／年

４０ユニット／２年

１００ユニット／５年

0.5 

上記以外 0 

②建築一式工事 

（社)日本建築士連合会の建築士ＣＰＤ制度または建築ＣＰＤ運営会議の建築ＣＰＤ（継続能力職能開

発）情報提供制度に登録し、取得単位数が一定の水準を満たした場合に加点する。 

・証明する資料として、建築士連合会または建築ＣＰＤ運営会議が発行する証明書の写しを提出するこ

と。 

・証明書の「能力開発期間」もしくは「履修期間」の最終日が入札の申し込みを行った日から遡って３

か月以内であるものを有効とする。 

・ 評価基準 

取得単位数 配点

推奨単位数以上

１２単位／年

※２４単位／２年

0.5 

上記以外 0 

（※「２４単位／２年」 は平成24年10月1日以降の入札公告より評価の対象とする。） 

・ 評価基準 

取得ユニット数 配点

推奨ユニット数以上

２０ユニット／年

４０ユニット／２年

１００ユニット／５年

1.0 

推奨ユニット数の半分以上

１０ユニット／年

２０ユニット／２年

５０ユニット／５年

0.5 

上記以外 0 

②建築一式工事 

（社)日本建築士連合会の建築士ＣＰＤ制度または建築ＣＰＤ運営会議の建築ＣＰＤ（継続能力職能開

発）情報提供制度に登録し、取得単位数が一定の水準を満たした場合に加点する。 

・証明する資料として、建築士連合会または建築ＣＰＤ運営会議が発行する証明書の写しを提出するこ

と。 

・証明書の「能力開発期間」もしくは「履修期間」の最終日が入札の申し込みを行った日から遡って３

か月以内であるものを有効とする。 

・ 評価基準 

取得単位数 配点

推奨単位数以上

１２単位／年

※２４単位／２年

0.5 

上記以外 0 

（※「２４単位／２年」 は平成 24 年 10 月 1 日以降の入札公告より評価の対象とする。） 
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　　　　工場製作期間と現場施工期間に異なる主任（監理）技術者を配置する場合の評価点

主任（監理）技術者A 　　　　主任（監理）技術者B

　　工場製作期間 　　現場施工期間

①同種工事の「工場製作および現場施工の経験を評価する」としている場合で、

　工場製作期間と現場施工期間で異なる主任（監理）技術者を配置する場合の判定例

②上記と同じ条件で、複数名の配置予定技術者の申請があった場合の判定例

Ａ－１ Ａ－２ Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３

1.5 1.0 1.5 1.0 0.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

1.5 2.0 3.0 2.0 1.0

1.0

0.5

現場施工期間

Ａ

1.5（工場製作の経験）

0.0

0.0

1.5

優良工事表彰

合計点

従事期間 工場製作期間 現場施工期間

配置予定技術者

同種工事の施工経験

保有資格・継続学習

工場製作期間従事期間

2.5

Ｂ

1.0（現場施工の経験）

配置予定技術者

同種工事の施工経験

保有資格・継続学習

優良工事表彰

合計点

工
事
着
手
日

完
成
日

工
期
開
始
日

施
工
計
画
書
提
出

１．５点
合計点数の

低い方で評価

１．０点合計点数が最も

低い者で評価

　　　　工場製作期間と現場施工期間に異なる主任（監理）技術者を配置する場合の評価点

主任（監理）技術者A 　　　　主任（監理）技術者B

　　工場製作期間 　　現場施工期間

①同種工事の「工場製作および現場施工の経験を評価する」としている場合で、

　工場製作期間と現場施工期間で異なる主任（監理）技術者を配置する場合の判定例

②上記と同じ条件で、複数名の配置予定技術者の申請があった場合の判定例

Ａ－１ Ａ－２ Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３

1.5 1.0 1.5 1.0 0.0

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

1.5 2.0 3.0 2.0 1.0

1.0

0.5

現場施工期間

Ａ

1.5（工場製作の経験）

0.0

0.0

1.5

優良工事表彰

合計点

従事期間 工場製作期間 現場施工期間

配置予定技術者

同種工事の施工経験

保有資格・継続学習

工場製作期間従事期間

2.5

Ｂ

1.0（現場施工の経験）

配置予定技術者

同種工事の施工経験

保有資格・継続学習

優良工事表彰

合計点

工
事
着
手
日

完
成
日

工
期
開
始
日

施
工
計
画
書
提
出

１．５点
合計点数の

低い方で評価

１．０点合計点数が最も

低い者で評価
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③過去の同一工事において、配置予定技術者Ａ－２が工場製作期間に従事、配置予定

　技術者Ｂ－３が現場施工期間に従事し、２人で１つの優良工事表彰を受賞している場合

Ａ－１ Ａ－２ Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３

1.5 1.0 1.5 1.0 1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 0.0

0.0 0.5
（工場製作）

0.0 0.0 0.5
（現場施工）

1.5 2.5 2.5 2.0 1.5

現場施工期間

配置予定技術者

同種工事の施工経験

保有資格・ＣＰＤＳ

優良工事表彰

合計点

従事期間 工場製作期間

１．５点
Ｂ－３の優良工事表彰（０．５点）

が含まれる判定結果
（落札した場合、Ａ－２も当該発注機関の

その年（※）におけるその後の優良工事

加点申請ができなくなる）

技術者Ａ－２と

技術者Ｂ－３が

同一の入札で優

良工事加点申請

を行うことは可

能

（Ｄ）企業の地域性・社会性（様式第９号、第９号の４）  省略 （変更なし） 

１１ 実績評価項目に関する共同企業体（ＪＶ）の評価対象    省略 （変更なし） 

１２ 技術資料一覧     省略（変更なし） 

③過去の同一工事において、配置予定技術者Ａ－２が工場製作期間に従事、配置予定

　技術者Ｂ－３が現場施工期間に従事し、２人で１つの優良工事表彰を受賞している場合

Ａ－１ Ａ－２ Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３

1.5 1.0 1.5 1.0 1.0

0.0 1.0 1.0 1.0 0.0

0.0 0.5
（工場製作）

0.0 0.0 0.5
（現場施工）

1.5 2.5 2.5 2.0 1.5

現場施工期間

配置予定技術者

同種工事の施工経験

保有資格・ＣＰＤＳ

優良工事表彰

合計点

従事期間 工場製作期間

１．５点
Ｂ－３の優良工事表彰（０．５点）

が含まれる判定結果
（落札した場合、Ａ－２も当該発注機関の

その年（※）におけるその後の優良工事

加点申請ができなくなる）

技術者Ａ－２と

技術者Ｂ－３が

同一の入札で優

良工事加点申請

を行うことは可

能

（Ｄ）企業の地域性・社会性（様式第９号、第９号の４）  省略 （変更なし） 

１１ 実績評価項目に関する共同企業体（ＪＶ）の評価対象    省略 （変更なし） 

１２ 技術資料一覧     省略（変更なし） 
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１３ 落札者決定基準（評価項目）〔例〕 

（１）土木一式工事 

分類 評 価 項 目 評 価 内 容 評 価 基 準
評価　　点
数

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模以上で
あったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の80%以
上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5
上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模以上で
あったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当該発注規模の80%以
上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

1級土木施工管理技士の資格を保有 1.0

上記以外 0.0

左記①および②の資格を保有 1.0

左記①または②の資格を保有 0.5

上記以外 0.0

コンクリートの品質確保に資する資格 0.5

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨ユニット数以上を取得している 1.0

推奨ユニット数の半分以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

推奨ユニット数以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0
取組あり 0.5

取組なし 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

左記①～③のいずれかに該当する 0.5

上記以外 0.0

発注者指定の品目（別表１参照）に県産品を活用する。 0.5
上記以外 0.0

30.0

15.0

(注)

(b-2)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有する資格
①１級土木施工管理技士
②コンクリートの品質確保に資する資格

(d)配置予定技術者の継
続学習への取組状況

(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）に
おける取得ユニット数
　[推奨ユニット数]
　　１年間で２０ユニット以上
　　２年間で４０ユニット以上
　　５年間で１００ユニット以上　のうちいずれかを満たすもの

(d-2)配置予定技術者の
継続学習への取組状況

(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）に
おける取得ユニット数
　[推奨ユニット数]
　　１年間で２０ユニット以上
　　２年間で４０ユニット以上
　　５年間で１００ユニット以上　のうちいずれかを満たすもの

(b-3)配置予定技術者の
保有する資格

配置予定技術者の保有する資格

(b)社会貢献度

②福井県または福井県内の市町のいずれかとの緊急災害時等におけ
る災害協定締結の有無

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞した工事の監理技
術者等としての経験の有無

４．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の上、入札を行うこと。

技術提案を求めない簡易型

５．技術提案において、同一内容の提案が複数あった場合は、最も加点の大きい一つの提案のみを評価する。

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

３．主たる工事が鉄筋コンクリートまたはプレストレストコンクリート工事の場合においては、配置予定技術者の技術力について（b）（d）に代わり、(b－2）または（b－3）、（d－2）で評価

する。

２．入札に参加する者に必要な資格において配置予定技術者の保有資格を一級土木施工管理技士のみ求めている場合には、一級土木施工管理技士の資格は評価の対象としない。

企
業
の
技
術
力

6
.
0
点

品質管理マネジメントISO9001認証を取得しているか？

(a)同種工事の施工実績
の有無
（平成○年4月1日から入札の
申し込みを行った日まで）

過去15年間に企業が元請けとして同種工事の施工実績を有している
か？

配置予定技術者の保有する資格

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性

6
.
0
点

①広域防災への取組

過去2か年度における県または市町と除雪作業（凍結防止剤散布を
含む）の契約を締結した実績の有無

(c)地域貢献度
（平成○年度または平成○年
度）

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力

3
.
0
点

満点

主たる営業所の所在地

配置予定技術者が過去15年間の同種工事において元請け企業の監理
技術者等としての施工経験を有しているか？

使用資材の福井県産品活用
(福井県内で生産された資材を含む）

(b)配置予定技術者の保
有する資格

次の①～③のいずれかを満たす場合に評価する
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主た
る営業所を有する企業を一次下請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業
所を有する元請企業が、その一部を県内に主たる営業所を有する企
業を一次下請企業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注者が指定する工
種」の全てを自ら施工する

技術提案を求める標準型

(d)県内企業の活用

(Ｄ)
(a)地域精通度

(d)品質管理マネジメン
トの取得

(e)県産品の活用

(a)同種工事の施工経験
の有無　　　　　（平成
○年4月1日から入札の申し込
みを行った日まで）

(c)優良工事表彰受賞経
験 [業種：土木一式]
（平成○年度表彰、平成○年
度表彰）

(b)工事成績
「業種：土木一式」
（平成○年度および平成○年
度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合は、○○地方整
備局が発注する工事（○○○○○））の過去2か年度の企業の工事成績評定
点の平均点が一定の点数を満たしているか？

(c)優良工事表彰
[業種：土木一式]　（平成
○年度表彰、平成○年度表
彰）

0.5～
3.2

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

１３ 落札者決定基準（評価項目）〔例〕 

（１）土木一式工事 

分類 評 価 項 目 評 価 内 容 評 価 基 準
評価

点数

（Ａ) 技術提案 工事内容に応じて設定 必要な項目を適宜設定 15.0

(B)
（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工実績のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

８０点以上 3.5

７０点以上　８０点未満

（工事成績評定点の平均点-70）×0.3＋0.5

７０点未満 0.0

優良工事表彰受賞による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

ISO9001認証を取得している。 0.5

上記以外 0.0

（C)
（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模以上であったもの 1.5

（例）施工経験のある同種工事の施工規模が、当
該発注規模の80%以上100%未満であったもの 1.0

上記以外 0.0

1級土木施工管理技士の資格を保有 1.0

上記以外 0.0

優良工事表彰受賞の経験による加点申請あり 0.5

優良工事表彰受賞の経験による加点申請なし
（または受賞なし） 0.0

推奨ユニット数以上を取得している 1.0

推奨ユニット数の半分以上を取得している 0.5

上記以外 0.0

○○市（町）に主たる営業所あり
（○○土木事務所管内に主たる営業所あり） 2.5

○○土木事務所管内に主たる営業所あり
（福井県内に主たる営業所あり） 1.0

上記以外 0.0

取組あり 0.5

取組なし 0.0

災害協定の締結あり 1.0

災害協定の締結なし 0.0

実績あり 1.0

実績なし 0.0

左記①～③のいずれかに該当する 0.5

上記以外 0.0

発注者指定の品目（別表１参照）に県産品を活用
する。 0.5

上記以外 0.0

30.0

15.0

(注)

４．「継続学習」は設計金額7,000万円以上の配置予定技術者の保有資格を評価項目としない案件において評価項目とする。

過去2年間における福井県の優良工事表彰を受賞し
た工事の監理技術者等としての経験の有無

(d)配置予定技術者
の継続学習への取組
状況

(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制
度（ＣＰＤＳ）における取得ユニット数
　[推奨ユニット数]
　　１年間で２０ユニット以上
　　２年間で４０ユニット以上
　　５年間で１００ユニット以上
　　　のうちいずれかを満たすもの

使用資材の福井県産品活用
(福井県内で生産された資材を含む）

２．優良工事表彰の受賞による加点申請については種々の制限があるため、「公共工事における総合評価落札方式の手引き」を熟読の
上、入札を行うこと。

３．技術提案において、同一内容の提案が複数あった場合は、最も加点の大きい一つの提案のみを評価する。

②福井県または福井県内の市町のいずれかとの緊
急災害時等における災害協定締結の有無

配
置
予
定
技
術
者
の
技
術
力

3
.
0
点

技術提案を求めない簡易型

(Ｄ)
(a)地域精通度 主たる営業所の所在地

(e)県産品の活用

配置予定技術者の保有する資格

満点

次の①～③のいずれかを満たす場合に評価する
①元請企業が「発注者が指定する工種」の全てに
ついて県内に主たる営業所を有する企業を一次下
請企業として活用する
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県
内に主たる営業所を有する元請企業が、その一部
を県内に主たる営業所を有する企業を一次下請企
業として活用し、残りを自ら施工する
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業が「発注
者が指定する工種」の全てを自ら施工する

企
業
の
地
域
性
、

社
会
性

6
.
0
点

①広域防災への取組

過去2か年度における県または市町と除雪作業（凍
結防止剤散布を含む）の契約を締結した実績の有
無

(c)地域貢献度
（平成○年度または平成

○年度）

企
業
の
技
術
力

6
.
0
点

品質管理マネジメントISO9001認証を取得している
か？

(a)同種工事の施工
実績の有無
（平成○年4月1日から入

札の申し込みを行った日

まで）

過去15年間に企業が元請けとして同種工事の施工
実績を有しているか？

(b)工事成績
「業種：土木一式」
（平成○年度および平成

○年度）

福井県が発注する工事（県の工事成績評定を有しない場合
は、○○地方整備局が発注する工事（○○○○○））の過

去2か年度の企業の工事成績評定点の平均点が一定の点数を
満たしているか？

(c)優良工事表彰
[業種：土木一式]　（平

成○年度表彰、平成○年

度表彰）

(d)品質管理マネジ
メントの取得

0.5～
3.2

１．加点評価を行った評価項目の履行確保の方法については別記１のとおりとする。

技術提案を求める標準型

過去2年間における福井県の優良工事表彰の有無

(d)県内企業の活用

(c)優良工事表彰受
賞経験 [業種：土木一
式]　（平成○年度表

彰、平成○年度表彰）

(b)社会貢献度

(a)同種工事の施工
経験の有無
（平成○年4月1日から入

札の申し込みを行った日

まで）

配置予定技術者が過去15年間の同種工事において
元請け企業の監理技術者等としての施工経験を有
しているか？

(b)配置予定技術者
の保有する資格
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別表1

1． 県内企業の活用

発注者が指定する工種

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

道路改良 擁壁工 以下全ての工種

・入札時の申請に反して、県内企業の活用ができなかった場合はペナルティの対象とする。

２． 県産品の活用

発注者が指定する品目

指定品目

自由勾配側溝

砕石

生コンクリート

・上記の指定品目を全て県産品（県内で生産された資材を含む）を活用する場合に評価する。

・施工時に県外製品への変更はできない。

・入札時の申請に反して、県産品の活用ができなかった場合はペナルティの対象とする。

・県産品の定義は、次の要件をすべて満たすものとする。

（１）県内に主たる事務所を置き、製造業を営む企業、組合等の建設資材または製品であること。または、県内で最終工程が施さ

れている建設資材または製品等であること。

（２）前号に該当することが判別できるものであること。または、県内で最終工程が施されている建設資材または製品等であるこ

と。

（詳細は、福井県県産品活用推進センターのホームページ『福井建材資材ネット』

http://www.vcnet.fukui.fukui.jp/kensan/industry/About/　を参照のこと。）

RC-40

県内企業と県産品の活用

規格

300×300、300×400

・次の①～③のいずれかを満たす場合に評価する。
① 元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を一次下請企業として活
用する場合。
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を有する元請企業（県内に主たる営業所を有する
企業を代表者または構成員とする共同企業体を含む）が、その一部を県内に主たる営業所を有する企業を一次下請企
業として活用し、残りを自ら施工する場合。
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業（県内に主たる営業所を有する企業を代表者または構成員とする共同企業
体を含む）が「発注者が指定する工種」の全てを自ら施工する場合。

・上記の指定工種について、閲覧設計書で確認すること。
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４
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と。

（詳細は、福井県県産品活用推進センターのホームページ『福井建材資材ネット』

http://www.vcnet.fukui.fukui.jp/kensan/industry/About/　を参照のこと。）

RC-40

県内企業と県産品の活用

規格

300×300、300×400

・次の①～③のいずれかを満たす場合に評価する。
① 元請企業が「発注者が指定する工種」の全てについて県内に主たる営業所を有する企業を一次下請企業として活
用する場合。
② 「発注者が指定する工種」の全てについて、県内に主たる営業所を有する元請企業（県内に主たる営業所を有する
企業を代表者または構成員とする共同企業体を含む）が、その一部を県内に主たる営業所を有する企業を一次下請企
業として活用し、残りを自ら施工する場合。
③ 県内に主たる営業所を有する元請企業（県内に主たる営業所を有する企業を代表者または構成員とする共同企業
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