
総合評価方式に係る「技術資料」における
よくある誤りについて
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令和元年 １１月
技術管理課

本書は、総合評価方式において提出された「技術資料」によく
見受けられる誤りについて、事例を取りまとめたものです。
「技術資料」作成の際の参考とし、誤りのない「技術資料」と
なるよう本書を活用ください。
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１ 技術資料の電子入札システムによる提出

平成３０年６月から、入札関係書類の提出は、原則、電子入札システム
により提出することとしています。

・発注者は提出期間最終日以降に「技術資料」を確認します。
・電子入札システムによる提出のため、添付漏れ（単純ミス）を含め
提出期限後の追加提出は認められません。

・提出期限までは随時、資料の修正が可能です。
・入札参加者において、十分な確認の上、提出するようお願いします。
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２ H30年度における申請誤りの内訳

・本来の点数より高く申請した場合→本来の点数で評価されます。
・来の点数より低く申請した場合→申請の点数で評価されます。

※県土整備部における本課発注案件



３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
(1)評価点算定資料一覧表

様式第１号

【特別簡易型】

工事名：

工種： ○○ 会社名： 印

評　価　項　目 細　　　目 申請点数 提　出　書　類 提出枚数

施工計画（特別簡易型） ・発注者が示した内容 様式第２号　施工計画 枚

過去１０年間の同種工事の施工実績 　　　　　点 様式第３号　同種工事の施工実績 枚

千葉県所掌工事「工種：○○」における工事成績の平均点 　　　　　点
工事検査結果通知書の写しを添付する共に工事成績評定評価を一
覧表にして提出（一覧表の様式は自由）　注７）

枚

過去２か年度間の「工種：○○」における優良工事表彰対象工事 なし 　　　　　点 表彰状又は、工事検査結果通知書の写しを提出すること 枚

過去２年間に不誠実な行為
による指名停止あり

過去１年間に工事事故
による指名停止あり

ISO認証取得 　　　　　点 登録証の写しを提出すること 枚

年間受注額　　　÷

（　　　　　　　　　千円）

主任（監理）技術者資格 　　　　　点

過去１０年間の同種工事の施工経験 国・県等の実績
その他の実績
又は実績なし

　　　　　点

継続教育(CPD)の取り組み状況 　　　　　点 様式第６号　継続教育(CPD)の取得状況 枚

主任（監理）技術者として施工した千葉県所掌工事における
過去２か年度間の「工種：○○」での工事成績

　　　　　点

様式第５号（配置予定技術者の資格・工事経験・工事成績）に加え、
上記工事成績を証明する資料（CORINSデータ，工事検査結果通知
書の写し）を添付
様式第１６号　配置予定技術者の評価対象期間の追加事由

枚

自由項目設定 若手技術者・女性技術者の配置 　　　　　点 様式第１５号　若手技術者・女性技術者の配置 枚

地域精通度 過去１０年間の当該管内での施工実績 国・県等の実績
その他の実績
又は実績なし 　　　　　点 様式第７号　当該管内での施工実績 枚

「地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務基本協定」
業務細目協定の締結

                         あり
なし 　　　　　点 様式第８号　地震・風水害・その他の災害応急対策に関する協定 枚

県産品の活用 　　　　　点 様式第９号　県産品活用計画書 枚

営業拠点の所在地の有無 　　　　　点

千葉県内での地域美化
活動のボランティア実績

千葉県内在住の
障害者雇用実績

千葉県内在住の
高年齢者雇用実績

千葉県内在住の
女性雇用実績

　　　　　点千葉県所掌工事における総合評価方式での履行義務違反 「総合評価による減点」  あり なし

地域特有貢献の有無

あり

該当なし

なし

配置予定技術者の能力

　　　　　点

様式第１０号　　地域美化活動のボランティア実績
様式第１１号　　障害者雇用促進
様式第１２号　　高年齢者雇用促進
様式第１３号　　女性雇用促進

（いずれか1件に該当すればよい。
「あり」として申請する項目の様式のみ、添付資料とともに提出）

枚

あり

あり

あり

あり なし

80点以上の実績あり なし

市町村等の実績

地域貢献度

県との基本協定のみ
　　　　　　　　締結あり

あり なし

あり

あり なし

契約状況（受注金額）を一覧表にして提出すること（様式は自由）
（CORINSデータ等を添付）
注８）

枚

（　　　　　　　　　千円）

あり なし
様式第５号　配置予定技術者の資格・工事経験・工事成績
様式第１６号　配置予定技術者の評価対象期間の追加事由

　
枚

市町村等の実績

あり なし

千葉県所掌工事「工種：○○」における手持ち工事量の状況
　注５）　注６）

　過去２か年度間の
平均受注額

＝　（　　　   　　　　） 　　　　　点

過去１年間に不誠実な行為
による文書注意あり

過去６か月間に工事事故
による文書注意あり

評価点算定資料一覧表

区　　　分

個別工事毎に定める

平成　　　年度優良工事表彰対象工事あり
（平成　　　年度完成工事）

　　　　　点
点数について、指名停止、文書注意が2回以上あった場合は、最大
減点のみを記載する。

企業の施工能力

国・県・市町村等の実績 その他の実績又は実績なし

平均点　　　　　点 点数なし

なし千葉県所掌工事における過去の事故及び不誠実な行為

工事名工事名

申

請

点

数

申

請

点

数

区分区分
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３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
(1)評価点算定資料一覧表

工事名の記入漏れまたは誤記

ミス事例①

県の対応

・当該様式は申請の内容、資料の根拠となる様式です。
・未記入、誤記の場合、技術評価点は加点しません。

対策

申請書類で最も重要です！
必ず複数人で確認してください！
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区分、申請点数の記入漏れまたは誤記

ミス事例②

県の対応

・誤記については、添付資料を確認の上、本来の点数より高く申請されて
いる場合、本来の点数で評価します。
・各様式の添付があっても、申請点数の記入漏れは、加点されません。
・申請点数の記入があっても、様式の添付が無い場合も加点されません。

対策

各評価項目、添付様式との整合を再確認してください。
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３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
(1)評価点算定資料一覧表



３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（２）施工計画

未提出または白紙

ミス事例①

県の対応

千葉県総合評価方式ガイドライン「７ 技術審査」に記載のとおり、
不適切と判断し、原則、入札無効とします。

対策

評価項目と指定されている場合は、必ず提出してください。

特別簡易型 ３点
簡易型 １２or２４点
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配点配点



・１項目について、課題ごとに提出など、Ａ４紙２枚以上で提出。
・文字の大きさ、余白などが様式の規定にあっていない。

ミス事例②

県の対応

技術資料の不備と判断し、加点しません（施工計画の項目は０点）。

対策

提出前に作成要領に従って作成されているか、再確認してください。
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特別簡易型 ３点
簡易型 １２or２４点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（２）施工計画



提案されている新技術（ＮＥＴＩＳ）の製品・技術の名称と
ＮＥＴＩＳ登録番号が不一致

県の対応

具体的にどの製品・技術を使用するか特定できないため、評価しません。

対策

ＮＥＴＩＳ登録の新技術については、製品、登録番号及び用法について、
登録内容と技術資料の記載内容に齟齬がないことを確認してください。
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ミス事例③
特別簡易型 ３点
簡易型 １２or２４点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（２）施工計画



評価できない発注機関の工事を申請
例）公的機関と一切関連が無い一般財団法人の発注工事

県の対応

国、県、市等の発注工事として評価できないため、加点しません。

対策

一般財団法人などの場合、評価対象ではない機関があります。
申請前に対象機関であることを再確認してください。
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ミス事例①
特別簡易型 １点
簡易型 ２点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（３）過去１０年間の同種工事の施工実績（企業の施工能力）



施工実績が確認できない、または同種工事ではない。
例）「○○m2以上の建築の衛生設備工事」において延べ面積が

確認できる資料の不足

県の対応

コリンズ、契約書または図面の写しなど（添付書類）で判定できない
場合は、加点しません。

対策

同種工事か判断できない場合は、公告文記載の問い合わせ先に質問
してください。また、提出前に添付資料を再確認してください。
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ミス事例②
特別簡易型 １点
簡易型 ２点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（３）過去１０年間の同種工事の施工実績（企業の施工能力）



過去２カ年度の総合評価、指名の案件全てで平均点を算出している。

ミス事例

県の対応
過去２カ年度間に総合評価の工事成績がある場合は、総合評価のみ
で平均点を算出し、確認します。確認の結果、本来の点数より申請
が高い場合は、本来の点数で評価します。

対策
・該当工種の総合評価における工事成績の有無を確認してください。
・入札公告で評価対象期間を確認の上、平均点を算出してください。
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特別簡易型
簡易型

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（４）千葉県所掌工事における工事成績の平均点

６～－４点６～－４点



協会など、独自の表彰制度による表彰状のみが添付されている。

県の対応

発注年次、工事名、工事成績が確認できる添付資料が無ければ、対象
工事として発注者側で確認ができないため、加点の対象としません。

対策
県からの表彰状または工事検査結果通知書を添付し、確実に対象工事で
あることが確認できる資料としてください。
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ミス事例①
特別簡易型
簡易型

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（５）過去２カ年度間の優良工事表彰対象工事（企業の施工能力）

２点２点



工事成績の平均点では８１点以上の工事が申請されているが、
「優良工事表彰対象工事」の評価項目での申請がない。

県の対応

様式第１号「評価点算定資料一覧表」での申請がないため評価しません。

対策

千葉県優良建設工事表彰要綱に該当する工事は資料を添付し申請してくだ
さい。実際に表彰された工事限定ではありませんので注意ください。

15

ミス事例②
特別簡易型
簡易型

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（５）過去２カ年度間の優良工事表彰対象工事（企業の施工能力）

２点２点



関連分野ではない新技術の活用を申請

県の対応

入札公告で指定した関連分野ではないため評価しません。

対策

当該工事に応用できる、または分類に応用できる技術（NETIS登録技術ま
たは特許登録技術）であることを証明できる資料を添付してください。
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ミス事例 簡易型 １点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（６）関連分野での新技術の活用（企業の施工能力）



・２カ年度平均に随意契約分が抜けている。
・過去１カ年の受注実績に随意契約分が入っている。
・加算、平均の算出が間違っている。

ミス事例

県の対応
確認の結果、申請内容と相違があり、評価点を下げる必要があれば
下げて修正し、評価します。

対策
２５０万円未満の工事（主として随意契約分）は、分母には加算、
分子には加算しないため、算出にあたっては特に注意してください。
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特別簡易型 １点
簡易型 ２点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（７）千葉県所掌工事における手持ち工事量の状況



評価できない発注機関の工事を申請
例）公的機関と一切関連が無い一般財団法人の発注工事

県の対応

国、県、市等の発注工事として評価できないため、加点しません。

対策
一般財団法人などの場合、評価対象ではない機関があります。
申請前に対象機関であることを再確認してください。
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ミス事例①
特別簡易型
簡易型

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（８）過去１０年度間の同種工事の施工経験（配置予定技術者の能力）

２点２点



従事期間が最長ではない工事を申請

県の対応

途中交代がなされた工事は、従事期間の最も長い技術者のみを評価します。

対策

コリンズ等で従事期間が最長であるか確認してください。
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ミス事例②
特別簡易型
簡易型

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（８）過去１０年度間の同種工事の施工経験（配置予定技術者の能力）

２点２点



評価できない工事を申請
例）評価対象が千葉土木管内に対し、申請は印旛土木管内の工事を申請

県の対応

評価できないため、加点しません。

対策

申請前に評価対象管内を再確認してください。
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ミス事例
特別簡易型 ３点
簡易型 ２点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（９）過去１０年間の当該管内の施工実績（地域精通度）



細目協定の締結ありで申請しているが、添付資料が基本協定の写しのみ

県の対応

添付資料で確認ができる“基本協定の締結のみ”として評価します。

対策

細目協定の写しの添付漏れがないことを再確認してください。
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ミス事例
特別簡易型
簡易型

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（１０）「地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務基本協定」

３点３点



指定品目の使用量が公告の指定数量未満

県の対応

指定品目の全量の使用を評価するため、加点の対象としません。

対策

使用数量と入札公告文記載の指定数量の整合を再確認してください。
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ミス事例
特別簡易型
簡易型

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（１１）県産品の活用（地域貢献度）

２点２点



障がい者雇用実績、高齢者雇用実績、女性雇用実績の添付資料で
千葉県在住または雇用の事実が確認できない。

県の対応

千葉県内在住の対象者を雇用している事実が
確認できないため、加点の対象としません。

対策
添付資料で「評価対象者であること」、「千葉県内在住者であること」、

「雇用の事実が確認できること」を再確認してください。
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ミス事例 特別簡易型 １点

配点配点

３ 総合評価 技術資料の誤り事例について
（１２）地域特有貢献の有無（地域貢献度）


