
考　査　項　目　別　運　用　表

請負工事（単価契約）

平成２５年１０月

名古屋市上下水道局



名古屋市上下水道局
（平成25年９月30日局長決裁）

（適用）

第１条　この考査項目別運用表（以下「運用表」という。）は、請負工事（単価契約）成
  績評定要領第５条第２項の規定に基づき、担当監督員、主任監督員、総括監督員及び検
  査員が請負工事（単価契約）の成績評定に適用する。

（運用表）

第２条　運用表は次の各号による。

（１）配水管移設工事等（単価契約）
　ア　別紙－１－１（担当監督員用）
　イ　別紙－１－２（主任監督員用）
　ウ　別紙－１－３（総括監督員用）
　エ　別紙－１－４（検査員用）
　オ　各月評定点計算表、最終評定点計算表、評定点配点表
（２）下水道整備工事（単価契約）
　ア　別紙－２－１（担当監督員用）
　イ　別紙－２－２（主任監督員用）
　ウ　別紙－２－３（総括監督員用）
　エ　別紙－２－４（検査員用）
　オ　各月評定点計算表、最終評定点計算表、評定点配点表
（３）緊急下水道築造工事等（単価契約）
　ア　別紙－３－１（担当監督員用）
　イ　別紙－３－２（主任監督員用）
　ウ　別紙－３－３（総括監督員用）
　エ　別紙－３－４（検査員用）
　オ　各指示書評定点計算表、最終評定点計算表、評定点配点表

　　  附　則
  この運用表は、平成25年10月１日より施行する。



（１）配水管移設工事等（単価契約）



                                                                                                                                                    　　　　　  別紙－１－１

配水管移設工事等(単価契約）用評定表
○ 月 ○ 工区 担当監督員用

Ⅴ出来ばえ

移設工事 附属具・漏水修理・取付管改良工事
所　　　見

項目 細別 評価項目 １期 ２期

Ⅱ配置技術者
現場代理人または補助者が現場にいない、または腕章をつけてい
ない。

３期 ４期 チェック欄 チェック数

１．施工体制 Ⅰ施工体制一般
建設業許可票、労災保険関係成立票等が適切に掲示されていな
い。

施工に携わっている一次下請業者が下請届に記載されていない。

各種仕様書等および関係法令に基づき施工していない。

上記施工体制一般の評価項目のうち、同一評価項目で２回の指摘がある。

上記施工体制一般の評価項目のうち、同一評価項目で３回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

道路使用許可または占用許可書を携帯していない。

監理・主任技術者および現場代理人・補助者が工事全体を把握で
きていない。また工事現場の指揮・監督を適切に行っていない。

上記配置技術者の評価項目のうち、同一評価項目で２回の指摘がある。

監督員との打合せおよび各種仕様書等に明示のない事項の協議
について書面で行っていない。

上記配置技術者の評価項目のうち、同一評価項目で３回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

２．施工状況 Ⅰ施工管理 施行中または施工後に現場等の整理整頓がされていない。

指示事項を遵守していない。または、監督員の指示が必要な場合
において、当該指示を受けずに施工している。

書類等の整理および提出が適宜適切に行われていない。

使用材料が不適切である。

使用機械が不適切である。

上記施工管理の評価項目のうち、同一評価項目で２回の指摘がある。

上記施工管理の評価項目のうち、同一評価項目で３回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

特に優れていた。

Ⅱ工程管理 指示工期を遵守せず、工程管理に支障が生じた。

他の工事と競合又は隣接する工事において、相互の連絡が不足
し、トラブルが発生した。

作業時間が遵守されていない。

上記工程管理の評価項目のうち、同一評価項目で２回の指摘がある。

上記工程管理の評価項目のうち、同一評価項目で３回以上の指摘がある。または受注者の責により
工事が完了しない。（該当時・・・e）

特に優れていた。

Ⅲ安全対策 工事標識、作業帯等の保安設備が不適正である。

交通誘導員が適切に配置されいない。または、円滑に誘導されて
いない。

過積載車両がある。

不測の事故が発生した場合において、適切な処置がとれていな
い。

仮設工（土留工等）が適正に施工されていない。

上記安全対策の評価項目のうち、同一評価項目で２回の指摘がある。

上記安全対策の評価項目のうち、同一評価項目で３回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

特に優れていた。

Ⅳ対外関係 工事に対して、適切な広報を行っていない。

住民からの苦情に対して適切に対応していない。

各種関係機関と必要な連絡を行っていない。

受注者の責により上下水道管等の発注者の財産又は他企業埋設
管等の第三者の財産を損傷した。

上記対外関係の評価項目のうち、同一評価項目で３回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

上記対外関係の評価項目のうち、同一評価項目で２回の指摘がある。

特に優れていた。

栓弁類 筐類の仕上げ、栓弁の据付に不備がある。

管
管の取扱い、接合及びエア抜き作業が不適切である。配
水管施工士による管接合がされていない。

メータ
水平に設置されていない。逆付け有り。メータ筺内の配管
に不備がある。

仮復旧
平坦性、すりつけ状態等、施工が粗雑である。または、仮
ライン（路側帯等の道路標示）の状態が不良である。

記載内容に不備がある。

上記出来ばえの評価項目のうち、同一評価項目で２回の指摘がある。

完成図

上記出来ばえの評価項目のうち、同一評価項目で３回の指摘がある。（該当時・・・e）

特に優れていた。



                                                                                                                                                                               別紙－１－２
配水管移設工事等(単価契約）用評定表

○ 月 ○ 工区 主任監督員用

工事係長 維持係長

４．総括

工事係長 維持係長

※減点は、－１５点～０点の範囲とする。

※加点は、＋１５点～０点の範囲とする。

※減点項目は、１項目－４点とする。

※加点項目は、１項目＋４点とする。

項目 細別 評価項目

その他　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

その他　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

チェック数
チェック欄

工事施工後に仮復旧等の下がりや、施工不良によるやり直し施工を行った。

その他　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

その他　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

その他　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

指示が重複した場合にも、適正な工程管理により施工を行った。

所　　　見

工事箇所の近隣住民との調整が特に優れていた。

その他　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

指示事項への、早期着工が特に優れていた。

指示事項に対し、着工が遅れた。

減点項目　 緊急を要する作業に対し、迅速に対応を行わなかった。

加点項目　 緊急を要する作業に対する迅速な対応が特に優れていた。



                                                                                                                                                                              別紙－１－３
配水管移設工事等(単価契約）用評定表

終評定時 ○ 工区 総括監督員用

点数

６．法令遵守等 減点項目 -20

-15

-13

-10

-8

-5

①本評価項目（6.法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。

②「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。

③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために、

下請負契約し、その履行をするために従事するものに限定する。

【上記で評価する場合の適応事例】

　 １．入札前に提出した技術資料等が虚偽であった事実が判明した。

２．承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。

３．宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。

４．産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。

５．当該工事関係者が贈収賄等により、逮捕または公訴された。

６．建設業法に違反する事実が判明した。Ex）一括下請け、技術者の専任違反等。

７．入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。

８．使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。

９．監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。

１０．下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに

類する行為がある。

１１．過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検された。

１２．受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいる事が

判明した。

１３．下請に暴力団関係企業が入っている事が判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木

作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。

１４．安全管理が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。

１５．監督員から文書等による改善指示が行われたが、これに従わなかった。

【上記の評価点について】

１．該当項目の１、２、３、４の複数のチェックはカウントしない。

２．該当項目の５、６、７に複数のチェックがあった場合の処置は下記の式による値を評価点とする。

複数あった場合の評価点＝P×ｎ

P：該当項目の評価点　　ｎ：チェック数

３．評価項目の中で、 小の点数を 終評定時の評価点とする。ただし、評価点は－20点までを限度とする。

項目 細別 評価項目 チェック数

１．指名停止3ヶ月以上

４．指名停止2週間以上1ヶ月未満

５．書面注意

６．口頭注意

７．工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭
注意以上の処分が無かった場合（不問で処分した案件、もらい事故や交通事故は含ま
ない。）

-3

所　　　見

２．指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満

３．指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満



                                                                                                                                                                       別紙－１－４
配水管移設工事等(単価契約）用評定表 検査員評定なし
○ 月 ○ 工区 検査員用 該当時チェック

移設工事 附属具・漏水修理・取付管改良

３．出来形 Ⅰ出来形

及び出来ばえ

Ⅱ品質

Ⅲ出来ばえ

移設工事（検査件数：　　件） 附属具・漏水修理・取付管改良工事（検査件数：　　件）

チェック数

測定頻度が施工管理基準を下回る。

項目 細別 工種 評価項目
チェック欄

土工事
測定頻度が施工管理基準を下回る。

形状、寸法が規格値から外れている、または実測で確認できない。

管工事
測定頻度が施工管理基準を下回る。

形状、寸法が規格値から外れている、または実測で確認できない。

仮復旧

合材の温度管理を実施していない、もしくは温度が規定値以下であ
る。

形状、寸法が規格値から外れているまたは、実測で確認できない。

出来形項目で以前指摘した内容について、再度指摘した。

出来形が不良で、改造の指示をした。（該当時・・・e）

土工事
規定厚ごとの転圧が確認できない。

掘削床付け面が乱されている。

管工事
管切断、配管状況、継手接合の適切な施工が確認できない。

水圧試験における水密性が確認できない。

仮復旧

平坦性、すりつけ状態等、施工が粗雑である。仮ライン（路側帯等
の道路標示）の状態が不良である。

完成図

路盤の規定厚ごとの転圧が確認できない。

品質項目で以前指摘した内容について、再度指摘した。

品質が不良で、改造の指示をした。（該当時・・・e）

出来ばえが不良で、改造の指示をした。（該当時・・・e）

栓弁類 筐類の仕上げ、栓弁の据付に不備がある。

管 布設延長が完成図と一致しない。

メータ
周り

水平に設置されていない。逆付け有り。メータ筺内の配管に不備が
ある。表示ピンが設置されていない。

仮復旧

所　　　見

オフセット等、完成図と現地が一致しない。

共通 必要写真が撮影されていない。

出来ばえ項目で以前指摘した内容について、再度指摘した。



配水管移設工事等（単価契約）

各月評定点計算表

終評定点計算表

備考　１　αは、評定対象月数とする。
　　　　２　βは、評定対象月数のうち、検査対象月数とする。
　　　　３　④～⑥は、小数点第二位以下を切り捨てた点とする。ただし、 終評定点合計の算定時は、この限りでない。
　　　　４　 終評定点の合計は、④～⑦の合計点の小数点第二位以下を切り捨てた点とする。

評定点配点表

a b c d e a b c d e a b c d e

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -3 -6 -11

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -3 -6 -11

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -2 -5 -10

0 -15 -22 -30 -40

0 -10 -15 -22 -30

0 -10 -15 -22 -30

５．法令遵守等

備考　ｎは、各細別における優良チェック数とする。

ｎ×0.65

ｎ×0.65

ｎ×0.65

ｎ×0.65

-(0～20)

４．総括
Ⅰ総括（減点）

Ⅱ工程管理

考査項目 担当監督員（59.5点満点） 主任監督員（10.5点満点） 検査員（30点満点） 項目別評定点

１．施工体制
Ⅰ施工体制一般 (10＋ｘ）×0.7

Ⅱ配置技術者 (11＋ｘ）×0.7

２．施工状況

Ⅰ施工管理 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅲ安全対策 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅱ工程管理 (11＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅳ対外関係 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅴ出来ばえ (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅰ出来形 (40+ｘ）×0.3

Ⅲ出来ばえ (30+ｘ）×0.3

Ⅱ品質 (30+ｘ）×0.3

４．総括
Ⅰ総括（減点） ｘ×0.7

Ⅱ総括（加点）

３．出来形及び出来ばえ

各月評定点合計 ① ② ③

∑①／α

主任監督員 総括監督員 検査員

ｘ×0.7

④

⑤∑②／α

∑③／β

項目 細別

①＋②＋③

ｘ

終評定点合計 ④＋⑤＋⑥＋⑦

ｘ

考査項目 担当監督員

３．出来形及び出来ばえ

Ⅰ出来形

Ⅱ品質

Ⅲ出来ばえ

２．施工状況

Ⅰ施工管理

Ⅲ安全対策

Ⅳ対外関係

-（0～15）

Ⅱ総括（加点） +(0～15）

ｘ

１．施工体制
Ⅰ施工体制一般

Ⅱ配置技術者

ｙ

ｎ×0.65

Ⅴ出来ばえ

⑦

検査員各月評定点の平均

担当監督員各月評定点の平均

⑥

５．法令遵守等（総括監督員） ⑦

主任監督員各月評定点の平均



（２）下水道整備工事（単価契約）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下水道整備工事(単価契約）用評定表
○ 月 ○ 区 担当監督員用

項目 細別 評価項目 １期 2期 3期 4期 チェック欄 チェック数

１．施工体制 Ⅰ施工体制一般 建設業許可票、労災保険関係成立票等が適切に掲示されていない。

施工に携わっている一次下請業者が下請届に記載されていない。

必要に応じて酸素欠乏危険作業責任者を定め、業務に従事させていない。

各種仕様書および関係法令に基づき施工していない。

上記施工体制一般の評価項目のうち、同一評価項目で2回の指摘がある。

上記施工体制一般の評価項目のうち、同一評価項目で3回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

Ⅱ配置技術者 現場代理人または補助者が現場にいない、または腕章をつけていない。

道路使用許可または占用許可書を携帯していない。

監理・主任技術者および現場代理人・補助者が工事全体を把握できていない。
また、工事現場の指揮・監督を適切に行っていない。

監督員との打合せおよび各種仕様書等に明示のない事項の協議について書面で行っていない。

上記配置技術者の評価項目のうち、同一評価項目で2回の指摘がある。

上記配置技術者の評価項目のうち、同一評価項目で3回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

２．施工状況 Ⅰ施工管理 施工中または、施工後に現場等の整理整頓がされていない。

指示事項を遵守していない。または、監督員の指示が必要な場合において、当該指示を受
けずに施工している。

書類等の整理および提出が適宜適切に行われていない。

使用機械が不適切である。

使用材料が不適切である。

上記施工管理の評価項目のうち、同一評価項目で2回の指摘がある。

上記施工管理の評価項目のうち、同一評価項目で3回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

特に優れていた。

Ⅱ工程管理 指示工期を遵守せず、工程管理に支障が生じた。

他の工事と競合又は隣接する工事において、相互の連絡が不足し、トラブルが発生した。

作業時間が遵守されていない。

上記工程管理の評価項目のうち、同一評価項目で2回の指摘がある。

上記工程管理の評価項目のうち、同一評価項目で3回以上の指摘がある。または受注者の責により工事が完了しない。（該当時・・・e）

特に優れていた。

Ⅲ安全対策 工事標識、作業帯等の保安設備が不適正である。

交通誘導員が適切に配置されていない。または、円滑に誘導されていない。

過積載車両がある。

不測の事故が発生した場合において、適切な処置がとれていない。

仮設工（土留工等）が適正に施工されていない。

上記安全対策の評価項目のうち、同一評価項目で2回の指摘がある。

上記安全対策の評価項目のうち、同一評価項目で3回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

特に優れていた。

Ⅳ対外関係 工事に対して、適切な広報を行っていない。

住民からの苦情に対して適切に対応していない。

各種関係機関と必要な連絡を行っていない。

受注者の責により上下水道管等の発注者の財産又は他企業埋設管等の第三者の財産を
損傷した。

上記対外関係の評価項目のうち、同一評価項目で2回の指摘がある。

上記対外関係の評価項目のうち、同一評価項目で3回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

特に優れていた。

Ⅴ出来ばえ 本管 本管の施工が不良である。

人孔 内面の仕上げに不備がある。または、鉄蓋と舗装とに段差がある。

取付管
本管接続部や雨水桝等の接続部の仕上げ状況が不適切である。

取付管撤去後の閉塞処置等が不適切である。

仮復旧
平坦性、すりつけ状態等、施工が粗雑である。または、仮ライン（路側
帯等の道路標示）の状態が不良である。

上記出来ばえの評価項目のうち、同一評価項目で2回の指摘がある。

所　　　見

上記出来ばえの評価項目のうち、同一評価項目で3回以上の指摘がある。（該当時・・・e）

特に優れていた。

別紙－２－１



                                                                                                                                                                            別紙－２－２
下水道整備工事(単価契約）用評定表

○ 月 ○ 区 主任監督員用

チェック欄 チェック数

４．総括 減点項目　

その他　　　( ）

その他　　　( ）

その他　　　( ）

加点項目　

その他　　　( ）

その他　　　( ）

その他　　　( ）

※減点は、－１５点～０点の範囲とする。

※加点は、＋１５点～０点の範囲とする。

※減点項目は、１項目－４点とする。

※加点項目は、１項目＋４点とする。

項目 細別 評価項目

緊急を要する作業に対し、迅速に対応を行わなかった。

指示事項に対し、着工が遅れた。

工事施工後に仮復旧等の下がりや、施工不良によるやり直し施工を行った。

緊急を要する作業に対する迅速な対応が特に優れていた。

指示事項への、早期着工が特に優れていた。

指示が重複した場合にも、適正な工程管理により施工を行った。

工事箇所の近隣住民との調整が特に優れていた。

所　　　見



                                                                                                                                                                               別紙－２－３
下水道整備工事(単価契約）用評定表

終評定時 ○ 区 総括監督員用

点数

５．法令遵守等 減点項目 -20

-15

-13

-10

-8

-5

①本評価項目（6.法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。

②「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。

③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために、

下請負契約し、その履行をするために従事するものに限定する。

【上記で評価する場合の適応事例】

　 １．入札前に提出した技術資料等が虚偽であった事実が判明した。

２．承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。

３．宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。

４．産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。

５．当該工事関係者が贈収賄等により、逮捕または公訴された。

６．建設業法に違反する事実が判明した。Ex）一括下請け、技術者の専任違反等。

７．入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。

８．使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。

９．監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。

１０．下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに

類する行為がある。

１１．過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検された。

１２．受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいる事が

判明した。

１３．下請に暴力団関係企業が入っている事が判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木

作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。

１４．安全管理が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。

１５．監督員から文書等による改善指示が行われたが、これに従わなかった。

【上記の評価点について】

１．該当項目の１、２、３、４の複数のチェックはカウントしない。

２．該当項目の５、６、７に複数のチェックがあった場合の処置は下記の式による値を評価点とする。

複数あった場合の評価点＝P×ｎ

P：該当項目の評価点　　ｎ：チェック数

３．評価項目の中で、 小の点数を 終評定時の評価点とする。ただし、評価点は－20点までを限度とする。

項目 細別 評価項目 チェック数

１．指名停止3ヶ月以上

４．指名停止2週間以上1ヶ月未満

５．書面注意

６．口頭注意

７．工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭
注意以上の処分が無かった場合（不問で処分した案件、もらい事故や交通事故は含ま
ない。）

-3

所　　　見

２．指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満

３．指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満



                                                                                                                                                                       別紙－２－４
下水道整備工事(単価契約）用評定表

○ 月 ○ 区 検査員用

３．出来形 Ⅰ出来形
　及び出来ばえ

Ⅱ品質

Ⅲ出来ばえ

※その他・・・安全ブロック設置工、管口閉塞工、モルタル注入工、本管目地修理工、足掛金物設置工に適用

検査員評定なし
該当時チェック

項目 細別 工種 評価項目
チェック

欄
チェック数

土工事
写真撮影箇所及び内容が不適切である。

形状、寸法が規格値から外れているまたは、確認できない。

管工事
写真撮影箇所及び内容が不適切である。

形状、寸法が規格値から外れているまたは、確認できない。

人孔
写真撮影箇所及び内容が不適切である。

形状、寸法が規格値から外れているまたは、確認できない。

仮復旧
写真撮影箇所及び内容が不適切である。

形状、寸法が規格値から外れているまたは、確認できない。

その他※出来形、施工状況が確認できない。

その他 （ ）

出来形項目で以前指摘した内容について、再度指摘した。

土工事
規定厚ごとの転圧が確認できない。

管工事
管の吊おろしが不適切である。

出来形が不良で、改造の指示をした。(該当時・・・e）

人孔 蓋等の設置状況が不適切である。

掘削床付け面が乱されている。

路盤の規定厚ごとの転圧が確認できない。

官民境界までの取付替えを実施していない。

（ ）

仮復旧
合材の温度管理を実施していない、もしくは温度が規定値以下である。

品質項目で以前指摘した内容について、再度指摘した。

品質が不良で、改造の指示をした。（該当時・・・e）

その他

本管 本管の施工が不良である。

取付管
本管接続部や雨水桝等の接続部の仕上げ状況が不適切である。

人孔 内面の仕上げに不備がある。または、鉄蓋と舗装とに段差がある。

取付管撤去後の閉塞処置等が不適切である。

仮復旧 平坦性、すりつけ状態等、施工が粗雑である。

共通 必要写真が撮影されていない。

その他 （ ）

所　　　見

出来ばえ項目で以前指摘した内容について、再度指摘した。

出来ばえが不良で、改造の指示をした。（該当時・・・e）



下水道整備工事（単価契約）

各月評定点計算表

終評定点計算表

備考　１　αは、評定対象月数とする。
　　　　２　βは、評定対象月数のうち、検査対象月数とする。
　　　　３　④～⑥は、小数点第二位以下を切り捨てた点とする。ただし、 終評定点合計の算定時は、この限りでない。
　　　　４　 終評定点の合計は、④～⑦の合計点の小数点第二位以下を切り捨てた点とする。

評定点配点表

a b c d e a b c d e a b c d e

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -3 -6 -11

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -3 -6 -11

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -2 -5 -10

0 -15 -22 -30 -40

0 -10 -15 -22 -30

0 -10 -15 -22 -30

５．法令遵守等

備考　ｎは、各細別における優良チェック数とする。

ｎ×0.65

ｎ×0.65

ｎ×0.65

ｎ×0.65

ｎ×0.65

Ⅲ安全対策

Ⅳ対外関係

④＋⑤＋⑥＋⑦

検査員各月評定点の平均 ∑③／β ⑥

５．法令遵守等（総括監督員） ⑦ ⑦

考査項目 担当監督員（59.5点満点） 主任監督員（10.5点満点） 検査員（30点満点） 項目別評定点

１．施工体制
Ⅰ施工体制一般 (10＋ｘ）×0.7

Ⅱ配置技術者 (11＋ｘ）×0.7

２．施工状況

Ⅰ施工管理 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅲ安全対策 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅱ工程管理 (11＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅳ対外関係 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅴ出来ばえ (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

３．出来形及び出来ばえ

Ⅰ出来形 (40+ｘ）×0.3

Ⅲ出来ばえ (30+ｘ）×0.3

Ⅱ品質 (30+ｘ）×0.3

担当監督員各月評定点の平均 ∑①／α ④

主任監督員各月評定点の平均 ∑②／α ⑤

Ⅱ総括（加点）

各月評定点合計 ① ② ③ ①＋②＋③

４．総括
Ⅰ総括（減点） ｘ×0.7

考査項目 担当監督員 主任監督員 総括監督員

ｘ×0.7

終評定点合計

検査員

項目 細別
ｘ

ｙ
ｘ ｘ

１．施工体制
Ⅰ施工体制一般

Ⅱ配置技術者

２．施工状況

Ⅰ施工管理

Ⅱ工程管理

Ⅴ出来ばえ

３．出来形及び出来ばえ

Ⅰ出来形

Ⅱ品質

Ⅲ出来ばえ

-(0～20)

４．総括
Ⅰ総括（減点） -（0～15）

Ⅱ総括（加点） +(0～15）



（３）緊急下水道築造工事等（単価契約）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙－３－１

緊急下水道築造工事等(単価契約）用評定表

担当監督員用 指示番号（　　　－　　　－　　　－　　　　　）　　指示件名

評定日　　　　　　年　　　　　月 　　　 　日

項目 細別 評価項目 チェック欄 チェック数

１．施工体制 Ⅰ施工体制一般 建設業許可票、労災保険関係成立票等が適切に掲示されていない。

上記施工体制一般の評価項目のうち、同一評価項目で重複した指摘がある。

施工に携わっている一次下請業者が下請届に記載されていない。

必要に応じて酸素欠乏危険作業責任者を定め、業務に従事させていない。

各種仕様書および関係法令に基づき施工していない。

施工体制が不備であり、書面により改善指示を行った。（該当時・・・e）

Ⅱ配置技術者 現場代理人または補助者が現場にいない、または腕章をつけていない。

監理・主任技術者および現場代理人・補助者が工事全体を把握できていない。また、工事現場の指揮・監督を適切に行っていない。

上記配置技術者の評価項目のうち、同一評価項目で重複した指摘がある。

道路使用許可または占用許可書を携帯していない。

監督員との打合せおよび各種仕様書等に明示のない事項の協議について書面で行っていない。

現場代理人等の技術者配置が不備で、書面により改善指示を行った。（該当時・・・e）

２．施工状況 Ⅰ施工管理 施工中または、施工後に現場等の整理整頓がされていない。

書類等の整理および提出が適宜適切に行われていない。

指示事項を遵守していない。または、監督員の指示が必要な場合において、当該指示を受けずに施工している。

使用機械が不適切である。

使用材料が不適切である。

上記施工管理の評価項目のうち、同一評価項目で重複した指摘がある。

施工管理上の不備があり、書面により改善請求を行った。（該当時・・・e）

優れていた。　（　特に優れていた：2　　優れていた：1　）

Ⅱ工程管理 指示工期を遵守せず、工程管理に支障が生じた。

作業時間が遵守されていない。

他の工事と競合又は隣接する工事において、相互の連絡が不足し、トラブルが発生した。

上記工程管理の評価項目のうち、同一評価項目で重複した指摘がある。

自主的な工程管理がされず、書面により改善指示を行った。または受注者の責により工事が完了しない。（該当時・・・e）

優れていた。　（　特に優れていた：2　　優れていた：1　）

Ⅲ安全対策 工事標識、作業帯等の保安設備が不適正である。

過積載車両がある。

交通誘導員が適切に配置されていない。または、円滑に誘導されていない。

不測の事故が発生した場合において、適切な処置がとれていない。

仮設工（土留工等）が適正に施工されていない。

上記安全対策の評価項目のうち、同一評価項目で重複した指摘がある。

安全管理に関する現場管理または防災体制が不適切であり、書面により指示を行った。（該当時・・・e）

優れていた。　（　特に優れていた：2　　優れていた：1　）

Ⅳ対外関係 住民からの苦情に対して適切に対応していない。

工事に対して、適切な広報を行っていない。

各種関係機関と必要な連絡を行っていない。

受注者の責により上下水道管等の発注者の財産又は他企業埋設管等の第三者の財産を損傷した。

上記対外関係の評価項目のうち、同一評価項目で重複した指摘がある。

対外関係に関する不備が多く、書面により改善指示を行った。（該当時・・・e）

優れていた。　（　特に優れていた：2　　優れていた：1　）

Ⅴ出来ばえ

本管

管きょの通りが不良である。

管口の処理が不適切である。

目地等からの漏水、または管の変形（つぶれ）が見られる。

人孔
組立マンホール、ブロック等の目地からの漏水がある。

インバートの仕上げが不適切である。

取付管 本管接続の仕上げ状況が不適切である。

仮復旧 平坦性、すりつけ状態等、施工が粗雑である。

上記出来ばえの評価項目のうち、同一評価項目で重複した指摘がある。

出来ばえに関する不備が多く、書面により改善指示を行った。（該当時・・・e）

優れていた。　（　特に優れていた：2　　優れていた：1　）

所　　　見



                                                                                                                                                                              別紙－３－２
緊急下水道築造工事等(単価契約）用評定表

主任監督員用 評定日　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

指示番号（　　　－　　　－　　　－　　　　　）　　指示件名

チェック欄 チェック数

４．総括 減点項目　

加点項目　

※減点は、－１５点～０点の範囲とする。

※加点は、＋１５点～０点の範囲とする。

※減点項目は、１項目－４点とする。

※加点項目は、１項目＋４点とする。

項目 細別 評価項目

緊急を要する作業に対し、迅速に対応を行わなかった。

指示事項に対し、着工が遅れた。

工事施工後に仮復旧等の下がりや、施工不良によるやり直し施工を行った。

その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所　　　見

緊急を要する作業に対し、迅速な対応が特に優れていた。

指示事項への、早期着工が特に優れていた。

指示が重複した場合にも、適正な工程管理により施工を行った。

工事箇所の近隣住民との調整が特に優れていた。

その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



                                                                                                                                                                              別紙－３－３
緊急下水道築造工事等(単価契約）用評定表

終評定時 総括監督員用

設計番号（　　　－　　　－　　　－　　　　　）　　件名　緊急下水道築造工事等（単価契約）第○工区

点数

５．法令遵守等 減点項目 -20

-15

-13

-10

-8

-5

①本評価項目（6.法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。

②「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。

③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために、

下請負契約し、その履行をするために従事するものに限定する。

【上記で評価する場合の適応事例】

　 １．入札前に提出した技術資料等が虚偽であった事実が判明した。

２．承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。

３．宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。

４．産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。

５．当該工事関係者が贈収賄等により、逮捕または公訴された。

６．建設業法に違反する事実が判明した。Ex）一括下請け、技術者の専任違反等。

７．入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。

８．使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。

９．監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。

１０．下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに

類する行為がある。

１１．過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検された。

１２．受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいる事が

判明した。

１３．下請に暴力団関係企業が入っている事が判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木

作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。

１４．安全管理が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。

１５．監督員から文書等による改善指示が行われたが、これに従わなかった。

１６．指示をしたが、施工を実施しなかった。

【上記の評価点について】

１．該当項目の１、２、３、４の複数のチェックはカウントしない。

２．該当項目の５、６、７に複数のチェックがあった場合の処置は下記の式による値を評価点とする。

複数あった場合の評価点＝P×ｎ

P：該当項目の評価点　　ｎ：チェック数

３．評価項目の中で、 小の点数を 終評定時の評価点とする。 ただし、評価点は-20点までを限度とする。

評定日　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

項目 細別 評価項目 チェック数

１．指名停止3ヶ月以上

２．指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満

３．指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満

４．指名停止2週間以上1ヶ月未満

５．書面注意

所　　　見

６．口頭注意

７．工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口
頭注意以上の処分が無かった場合（不問で処分した案件、もらい事故や交通事故は
含まない。）

-3



                                                                                                                                                                      別紙－３－４
緊急下水道築造工事等(単価契約）用評定表

検査員用 評定日　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

指示番号（　　　－　　　－　　　－　　　　　）　　指示件名

３．出来形 Ⅰ出来形
　及び出来ばえ

Ⅱ品質

Ⅲ出来ばえ

チェック数

形状、寸法が規格値から外れているまたは、実測で確認できない。

項目 細別 工種 評価項目 チェック欄

土工事
写真撮影箇所及び内容が不適切である。

管工事
写真撮影箇所及び内容が不適切である。

形状、寸法が規格値から外れているまたは、実測で確認できない。

仮復旧
写真撮影箇所及び内容が不適切である。

形状、寸法が規格値から外れているまたは、実測で確認できない。

掘削床付け面が乱されている。

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出来形が不良で、改造の指示をした。(該当時・・・e）

材料の保管が不適切である。

土工事
規定厚ごとの転圧が確認できない。

路盤の規定厚ごとの転圧が確認できない。

管工事
管の吊りおろしが不適切である。

品質が不良で、改造の指示をした。（該当時・・・e）

仮復旧
合材の温度管理を実施していない、もしくは温度が規定値以下である。

取付管 本管接続の仕上げ状況が不適切である。

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

管口の処理が不適切である。

本管

管きょの通りが不良である。

インバートの仕上げが不適切である。

目地等からの漏水、または管の変形（つぶれ）が見られる。

仮復旧 平坦性、すりつけ状態等、施工が粗雑である。

人孔
組立マンホール、ブロック等の目地等からの漏水がある。

所　　　見

その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出来ばえが不良で、改造の指示をした。（該当時・・・e）



緊急下水道築造工事等（単価契約）

各指示評定点計算表

終評定点計算表

備考　１　αは、評定対象指示件数とする。
　　　　２　④～⑥は、小数点第二位以下を切り捨てた点とする。ただし、 終評定点合計の算定時は、この限りでない。
　　　　３　 終評定点の合計は、④～⑦の合計点の小数点第二位以下を切り捨てた点とする。

評定点配点表

a b c d e a b c d e a b c d e

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -3 -6 -11

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -3 -6 -11

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -2 -5 -10

0 -1 -2 -5 -10

0 -15 -22 -30 -40

0 -10 -15 -22 -30

0 -10 -15 -22 -30

５．法令遵守等

ｎ×1.3

ｎ×1.3

備考　ｎは、各細別における優良チェック数とする。

Ⅳ対外関係

Ⅲ出来ばえ

+（0～15）

３．出来形及び出来ばえ

Ⅰ出来形

④＋⑤＋⑥＋⑦

検査員各指示評定点の平均 ∑③／α ⑥

５．法令遵守等（総括監督員） ⑦ ⑦

考査項目 担当監督員（59.5点満点） 主任監督員（10.5点満点） 検査員（30点満点） 項目別評定点

１．施工体制
Ⅰ施工体制一般 (10＋ｘ）×0.7

Ⅱ配置技術者 (11＋ｘ）×0.7

２．施工状況

Ⅰ施工管理 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅲ安全対策 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅱ工程管理 (11＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅳ対外関係 (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

Ⅴ出来ばえ (10＋ｘ＋ｙ）×0.7

３．出来形及び出来ばえ

Ⅰ出来形 (40+ｘ）×0.3

Ⅲ出来ばえ (30+ｘ）×0.3

Ⅱ品質 (30+ｘ）×0.3

担当監督員各指示評定点の平均 ∑①／α ④

主任監督員各指示定点の平均 ∑②／α ⑤

Ⅱ総括（加点）

各指示評定点合計 ① ② ③ ①＋②＋③

４．総括
Ⅰ総括（減点） ｘ×0.7

考査項目 担当監督員 主任監督員 総括監督員

ｘ×0.7

終評定点合計

１．施工体制
Ⅰ施工体制一般

Ⅱ配置技術者

細別項目

Ⅲ安全対策

ｎ×1.3

ｎ×1.3

ｎ×1.3

検査員

ｘ ｘ

Ⅱ品質

Ⅱ総括（加点）

ｘ
ｙ

Ⅱ工程管理

２．施工状況

Ⅰ施工管理

-(0～20 )

４．総括
Ⅰ総括（減点） -（0～15）

Ⅴ出来ばえ


