
１． はじめに

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に

基づき，平成１８年２月から「埼玉県総合評価審査

委員会（以下「委員会」という）」（委員長：久保

田尚 埼玉大学大学院理工学研究科教授）を設置

し，価格に加え価格以外の要素も総合的に評価し

て落札者を決定する方式（以下「総合評価方式」

という）を実施しています。平成２４年３月２１日に

開催した委員会では，平成２３年度の総合評価方式

実施結果，および総合評価方式の活用・改善に関

する諸課題への対応方針について検討を行いまし

たので紹介します。

２． 平成２３年度総合評価方式
実施結果

� 実施状況

総合評価方式の平成２３年度（１月末）１千万円

以上の工事に対する適用率は，図―１にあるよう

に実施件数ベースでは２０．８％，図―２の実施契約

額ベースで３４．０％となっており，総合評価方式の

埼玉県総合評価方式
の取り組み

た なか かつ や
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図―１ 実施状況（件数）
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平成２３年度発注目標である２～３割（件数ベー

ス）を達成する見込みとなっています。

� 工事成績評定の推移

工事成績評定については，総合評価方式の工事

は，図―３のとおり８０点あたりで横ばいの傾向を

示しています。

また，総合評価方式以外の工事についても，

年々工事成績が伸びています。これは，総合評価

方式の工事において，過去の工事成績を評価項目

として加点対象としていることにより，結果的に

総合評価方式以外の発注工事においても工事品質

が向上したものと考えられます。

委員会では，総合評価方式の工事成績は「ほぼ

頭打ちなのか」という質問がありましたが，事務

局からは，平成２３年度から埼玉県土木工事成績評

定要領を変更したこともあり「今後の動向をみな

いとわかりません」と答えています。今後，工事

成績の動向を注視していきます。

３． 平成２４年度ガイドライン等改定

� 対象工事の選定方針

平成２３年１１月に実施した総合評価方式の受注者

アンケートによると，図―４のとおり「現状のま

までよい」と「増やした方がよい」を合わせると

５１％となり，「減らした方がよい」の３１％を大き

図―２ 実施状況（契約額）

図―３ 工事成績評定の推移
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く上回ることから，引き続き１，０００万円以上の発

注工事件数のうち２～３割を目標に総合評価方式

を実施します。

また，技術提案型の実施については，図―５の

とおり「実施件数が少ない」との意見が多くある

ことからも，平成２４年度からは，積極的に技術提

案型を実施していく方針です。

� 失格基準の導入

総合評価方式においても，平成２４年１月２０日以

降の公告から，最低制限価格に当たる失格基準価

格を導入しました。失格基準価格の導入（図―

６）に際しては，これまで品質劣化防止対策とし

て調査基準価格を下回った場合に調査基準価格を

入札価格として見なすいわゆる「見なし規定」を

廃止する検討を行っていましたが，この失格基準

導入後も入札価格調査を経て契約する工事が引き

図―４
図―５

図―６ 失格基準の導入

図―７ 見なし規定（規定の継続）
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続き発生する恐れがあることから，見なし規定を

継続することとしました（図―７）。

また，技術評価上の失格を定めた規定となって

いる，いわゆる「１／３ルール」についても，県

の方針として埼玉県の総合評価方式については，

技術力を重視している姿勢をアピールするため，

引き続き継続することとしました（図―８）。

� その他の取り組み

受注者アンケートの結果や各種団体等からの要

望において，技術提案型の拡大や，実績のない業

者でも受注機会を公平に与える総合評価方式を望

む声が高まってきました（図―９）。

これに応えるために，平成２３年度は「工事成

績」や「施工実績」などの企業や技術者の持つい

わゆる「基礎点」を評価せず，企業の技術力を評

価するのは，技術提案だけにする「技術提案のみ

工事」を１件実施しました。

評価項目は表―１のとおりであり，通常の技術

提案A型に比べ，技術評価項目は１５点満点で実施

しました。

技術提案のみを実施した結果，入札者数は１０社

でした。総合評価方式の平成２３年度（１月末）の

平均落札者数は７．５社であり，それなりの人気が

あったのではないかと思われます。

また，技術提案のみの落札率は８３．４％であり，

総合評価方式の平成２３年度（１月末）平均落札率

８４．３％を下回る結果となりました。

これは，技術提案のみ工事では，工事成績や技

術者表彰等の評価項目を加味しないこととしたた

めに，通常の技術提案A型に比べて価格評価点に

対する技術評価点のウエイトが高まったことか

ら，より価格競争が激化したのではと考えていま

す（表―２）。

埼玉県の総合評価方式では，総合評価点の算出

において，加算方式の場合，

図―８ １／３ルール（規定の継続）

図―９ その他の取り組み①【運用】
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総合評価点＝価格評価点＋技術評価点

とし総合評価点の満点が１００点満点となるように

（価格評価点は，１００点－技術評価点満点）調整し

ています。

今回の技術提案のみでは，技術者の資格，経験

を参加資格条件としなかったため，配置予定技術

者の技術力が心配されます。

また，技術提案項目が多くなると審査事務が大

変になるという課題も発生したため，今後の実施

には工夫が必要になります。

なお，平成２４年度は，各県土整備事務所で１件

を目標に「技術提案のみ工事」を拡大して実施す

る予定です。

また，配置予定技術者ヒアリングを数件実施し，

配置予定技術者の能力や技術提案内容をより的確

に評価する取り組みを実施します（図―１０）。

� 引き続き「検討」を必要とする事項

継続学習制度（CPD）については，関係団体

表―２

技術提案のみ
工事

技術提案A型

技術評価点満点 １５点 ２０点
価格評価点満点 ８５点 ８０点

表―１ 評価項目一覧

評価項目 配点
技術提案のみ
工事

技術提案A

必
須
評
価
項
目

ア 企業の技術能力

（ア） 工事成績評定 ２．０点 ○

イ 企業の社会的貢献度

（ア） 災害防止活動等の実績 ２．０点 ○

（イ） CO２削減対策 １．０点 ○

ウ 配置予定技術者の技術能力

（ア） 工事成績評定 ２．０点 ○

エ 施工管理の適切性・発注者が指定した課題への対応

（ア） 工程管理の適切性 ５．０点 ○

（ウ） 安全管理の適切性 ５．０点 ○ ○

（エ） 発注者指定課題への対応 ５．０点 ○

選
択
評
価
項
目

キ 配置予定技術者の技術能力

（エ） 優秀技術者表彰 １．０点 ○

ク 企業の地域精通度

（ア） 地理的条件 １．０点 ○

ケ 企業の社会的貢献度

（ア） 企業の社会貢献企業の社会貢献（ボランティア活動，インター
ンシップ，県が推進する施策に係る研修への参加）

１．０点 ○

（イ） 除雪契約実績 １．０点 ○

（ウ） 障害者雇用 １．０点 ○

コ その他

（ア） 県内下請の選定 １．０点 ○

（イ） 県産資材の選定 １．０点 ○

（エ） 難工事完了実績 １．０点 ○

合 計 １５．０点 ２０．０点
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等から総合評価での評価項目とするよう要望があ

るところですが，今回の受注者アンケートによる

と「活用している」が４６％，「評価すべきである」

という意見が３１％でした（図―１１，１２）。

CPD制度は，技術者の技術力向上のために評

価すべきという意見がある一方，研修費用の負担

や時間的余裕がないなどの理由から導入には慎重

論も多くあります。

また，活用しているCPD制度の団体も多数あ

り，研修内容や推奨している制度の単位数にも違

いがあることから，引き続き検討を要するものと

しました。

４． おわりに

埼玉県の総合評価方式は，平成１８年度からの試

行を含めて，６年間に渡り実施してきました。

この間，評価項目の変更をはじめ毎年のように

ガイドラインを改定してきたところですが，委員

会の委員からもアンケート等の結果から総合評価

方式の制度については，おおむね定着してきたと

の評価をいただきました。

また，埼玉県ならではの方策として品質劣化防

止対策としての「見なし規定」や「１／３ルール」

についても，好評価をいただいています。

さらに「技術提案のみ工事」のような発注もニ

ーズに応じて実施しています。

引き続き，対応しなければならない課題もあり

ますが，本来の総合評価方式のあるべき形を模索

しつつ，必要な見直しを行い，安定した運用に努

めていきます。

今後とも，よりよい総合評価制度とするため皆

様のご理解・ご協力をお願いいたします。

図―１０ その他の取り組み②【運用】

図―１１
図―１２
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