
新旧対照表（徳島市総合評価方式入札の実施方針に関する運用基準） 

改 正 後  改 正 前  

徳島市総合評価方式入札の実施方針に関する運用基準 

 

１ ⑴～⑵ （略） 

⑶ ①～③ （略） 

④ 配置予定技術者が、現場代理人、監理技術者補佐又は主任（監理）技術者と

して該当工事において工期の１／２を超え従事した工事 

  ⑤～➆ （略） 

⑷ ①～④ （略） 

⑤ 配置予定技術者が、現場代理人、監理技術者補佐又は主任（監理）技術者と

して該当工事において工期の１／２を超え従事した工事 

  ➅～➆ （略） 

 

２ ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 下請代金を手形ではなく現金で支払うこと等の誓約書提出の有無 

  下請代金の適正な支払い等に関する関係法令や指針、ガイドライン等の規

定を順守する旨、徳島市が定める「誓約書」の提出があったものを、評価対象

とする。 

３ ⑴ （略） 

⑵ 技術者評価における配置予定技術者は、最大３人まで申請できることとする。 

複数の配置予定技術者を申請した場合は、評価点合計の最も低い技術者を対

象として評価する。 

なお、公告文において、工場製作期間と現場施工期間で技術者の途中交代を認

める工事については、次のとおり取り扱う。 

① 工場製作期間と現場施工期間のそれぞれについて最大３人まで配置予定技

術者を申請することができる。（工場製作期間と現場施工期間を同じ技術者と

することも可能である。） 

② 現場施工期間を担当する配置予定技術者を対象として評価する。 

③ 現場施工期間を担当する配置予定技術者を複数申請した場合は、現場施工

期間を担当する配置予定技術者のうち評価点合計の最も低い技術者を対象と

徳島市総合評価方式入札の実施方針 

 

１ ⑴～⑵ （略） 

⑶ ①～③ （略） 

④ 配置予定技術者が、現場代理人、又は主任（監理）技術者として該当工事に

おいて工期の１／２を超え従事した工事 

  ⑤～➆ （略） 

⑷ ①～④ （略） 

⑤ 配置予定技術者が、現場代理人又は主任（監理）技術者として該当工事にお

いて工期の１／２を超え従事した工事 

  ➅～➆ （略） 

 

２ ⑴～⑼ （略） 

⑽ （新規） 

 

 

 

３ ⑴ （略） 

⑵ 技術者評価における配置予定技術者は、最大３人まで申請できることとする。 

複数の配置予定技術者を申請した場合は、評価点合計の最も低い技術者を対

象として評価する。 

なお、公告文において、工場製作期間と現地据付期間で技術者の途中交代を認

める工事については、次のとおり取り扱う。 

① 工場製作期間と現地据付期間のそれぞれについて最大３人まで配置予定技

術者を申請することができる。（工場製作期間と現地据付期間を同じ技術者と

することも可能である。） 

② 現地据付期間を担当する配置予定技術者を対象として評価する。 

③ 現地据付期間を担当する配置予定技術者を複数申請した場合は、現地据付

期間を担当する配置予定技術者のうち評価点合計の最も低い技術者を対象と



新旧対照表（徳島市総合評価方式入札の実施方針に関する運用基準） 

改 正 後  改 正 前  

して評価する。 

④ 当該工事の工場製作期間から現場施工期間への移行時期及び配置予定技術

者の担当期間を工程表等で証明できること。 

⑶～⑷ （略） 

⑸ ①～③ （略） 

 ④  受注しようとする工事において、下請負契約締結を行わない場合でも、徳島

市が定める「誓約書」の提出をもって、実績等がある評価事項の１項目として

評価する。 

 

（附則） 

 本実施方針に関する運用基準は令和４年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

して評価する。 

④ 当該工事の工場製作期間から現地据付期間への移行時期及び配置予定技術

者の担当期間を工程表等で証明できること。 

⑶～⑷ （略） 

⑸ ①～③ （略） 

 ④ （新規） 

 

 



工種及び資格の分類 （別表１） 工種及び資格の分類 （別表１）

技術士 一級の資格 一級技士補の資格 二級等の資格 技術士 一級の資格 (新規） 二級の資格

土木一式工事（交通安全
工事、推進工事を除く）

土木一式工事（交通安全
工事、推進工事を除く）

交通安全工事 交通安全工事

推進工事 推進工事

2 建築一式工事 建築一式工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（建
築）
二級建築士

2 建築一式工事 建築一式工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

二級建築施工管理技士（建
築）
二級建築士

3 大工工事 大工工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

一級建築施工管理技士補

二級建築施工管理技士（躯
体）又は（仕上げ）
二級建築士
木造建築士

3 大工工事 大工工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

二級建築施工管理技士（躯
体）又は（仕上げ）
二級建築士
木造建築士

4 左官工事 左官工事 － 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

4 左官工事 左官工事 － 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

とび・土工・コンクリー
ト工事（法面工事を除
く）

とび・土工・コンクリー
ト工事（法面工事を除
く）

法面工事 法面工事

6 石工事 石工事 －
一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士

一級土木施工管理技士補
一級建築施工管理技士補

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

6 石工事 石工事 －
一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

7 屋根工事 屋根工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士
（仕上げ）
二級建築士

7 屋根工事 屋根工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

二級建築施工管理技士
（仕上げ）
二級建築士

8 電気工事 電気工事
建設部門
電気電子部門

一級電気工事施工管理技士
一級電気工事施工管理技士
補

二級電気工事施工管理技士 8 電気工事 電気工事
建設部門
電気電子部門

一級電気工事施工管理技士 二級電気工事施工管理技士

管工事（空調工事を除
く）

一級管工事施工管理技士補
管工事（空調工事を除
く）

空調工事 空調工事

10
タイル・れんが・ブロツ
ク工事

タイル・れんが・ブロツ
ク工事

－
一級建築施工管理技士
一級建築士

一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（躯
体）又は（仕上げ）
二級建築士

10
タイル・れんが・ブロツ
ク工事

タイル・れんが・ブロツ
ク工事

－
一級建築施工管理技士
一級建築士

二級建築施工管理技士（躯
体）又は（仕上げ）
二級建築士

11 鋼構造物工事 鋼構造物工事
建設部門の選択科目「鋼構
造及びコンクリート」

一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
一級建築士

一級土木施工管理技士補
一級建築施工管理技士補

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建築施工管理技士（躯
体）

11 鋼構造物工事 鋼構造物工事
建設部門の選択科目「鋼構
造及びコンクリート」

一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
一級建築士

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建築施工管理技士（躯
体）

12 鉄筋工事 鉄筋工事 － 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（躯
体）

12 鉄筋工事 鉄筋工事 － 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士（躯
体）

13 舗装工事 舗装工事 建設部門
一級土木施工管理技士
一級建設機械施工管理技士

一級土木施工管理技士補
一級建設機械施工管理技士
補

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建設機械施工管理技士
（第１種～第６種）

13 ほ装工事 ほ装工事 建設部門
一級土木施工管理技士
一級建設機械施工技士

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建設機械施工技士（第
１種～第６種）

14 しゆんせつ工事 しゆんせつ工事
建設部門
水産部門の選択科目「水産
土木」

一級土木施工管理技士 一級土木施工管理技士補
二級土木施工管理技士（土
木）

14 しゆんせつ工事 しゆんせつ工事
建設部門
水産部門の選択科目「水産
土木」

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士（土
木）

15 板金工事 板金工事 － 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

15 板金工事 板金工事 － 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

16 ガラス工事 ガラス工事 － 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

16 ガラス工事 ガラス工事 － 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

9

5

建設部門
農業部門の選択科目「農業
土木」
水産部門の選択科目「水産
土木」
森林部門の選択科目「森林
土木」

一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
一級建設機械施工管理技士

管工事

機械部門の選択科目「流体
工学」又は「熱工学」
上下水道部門
衛生工学部門

一級管工事施工管理技士 二級管工事施工管理技士

二級土木施工管理技士（土
木）又は（薬液注入）
二級建築施工管理技士（躯
体）
二級建設機械施工管理技士
（第１種～第６種）

一級土木施工管理技士補
一級建築施工管理技士補
一級建設機械施工管理技士
補

新　旧　対　照　表（徳島市総合評価方式入札の実施方針に関する運用基準　別表１・２）

新 旧

5
とび・土工・コンクリー

ト工事
とび・土工・コンクリー
ト工事

建設部門
農業部門の選択科目「農業
土木」
水産部門の選択科目「水産
土木」
森林部門の選択科目「森林
土木」

一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士
一級建設機械施工技士

二級土木施工管理技士（土
木）又は（薬液注入）
二級建築施工管理技士（躯
体）
二級建設機械施工技士（第
１種～第６種）

9 管工事

機械部門の選択科目「流体
工学」又は「熱工学」
上下水道部門
衛生工学部門

一級管工事施工管理技士 二級管工事施工管理技士

1 土木一式工事

建設部門
農業部門の選択科目「農業
土木」
水産部門の選択科目「水産
土木」
森林部門の選択科目「森林
土木」

一級土木施工管理技士
一級建設機械施工技士

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建設機械施工技士（第
１種～第６種）

(新規）

1 土木一式工事

建設部門
農業部門の選択科目「農業
土木」
水産部門の選択科目「水産
土木」
森林部門の選択科目「森林
土木」

一級土木施工管理技士
一級建設機械施工管理技士

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建設機械施工管理技士
（第１種～第６種）

一級土木施工管理技士補
一級建設機械施工管理技士
補

建設業法別表第一に掲げ
る建設工事の種類

技術者評価・企業評価に
おける同一工種の判断

配置予定技術者の資格
№

建設業法別表第一に掲げ
る建設工事の種類

技術者評価・企業評価に
おける同一工種の判断

配置予定技術者の資格
№



塗装工事（道路区画線工
事を除く）

塗装工事（道路区画線工
事を除く）

道路区画線工事 道路区画線工事

18 防水工事 防水工事 － 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

18 防水工事 防水工事 － 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

19 内装仕上工事 内装仕上工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（仕
上げ）
二級建築士

19 内装仕上工事 内装仕上工事 －
一級建築施工管理技士
一級建築士

二級建築施工管理技士（仕
上げ）
二級建築士

20 機械器具設置工事 機械器具設置工事 機械部門 － － － 20 機械器具設置工事 機械器具設置工事 機械部門 － －

21 熱絶縁工事 熱絶縁工事 － 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

21 熱絶縁工事 熱絶縁工事 － 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

22 電気通信工事 電気通信工事 電気電子部門
一級電気通信工事施工管理
技士

一級電気通信工事施工管理
技士補

二級電気通信工事施工管理
技士

22 電気通信工事 電気通信工事 電気電子部門
一級電気通信工事施工管理
技士

二級電気通信工事施工管理
技士

23 造園工事 造園工事
建設部門
森林部門の選択科目「林
業」又は「森林土木」

一級造園施工管理技士 一級造園施工管理技士補 二級造園施工管理技士 23 造園工事 造園工事
建設部門
森林部門の選択科目「林
業」又は「森林土木」

一級造園施工管理技士 二級造園施工管理技士

24 さく井工事 さく井工事
上下水道部門の選択科目
「上水道及び工業用水道
」

－ － － 24 さく井工事 さく井工事
上下水道部門の選択科目
「上水道及び工業用水道
」

－ －

25 建具工事 建具工事 － 一級建築施工管理技士 一級建築施工管理技士補
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

25 建具工事 建具工事 － 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

26 水道施設工事 水道施設工事

上下水道部門
衛生工学部門の選択科目
「水質管理」又は「廃棄物
管理」

一級土木施工管理技士 一級土木施工管理技士補
二級土木施工管理技士（土
木）

26 水道施設工事 水道施設工事

上下水道部門
衛生工学部門の選択科目
「水質管理」又は「廃棄物
管理」

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士（土
木）

27 消防施設工事 消防施設工事 － － － － 27 消防施設工事 消防施設工事 － － －

28 清掃施設工事 清掃施設工事
衛生工学部門の選択科目
「廃棄物管理」

－ － － 28 清掃施設工事 清掃施設工事
衛生工学部門の選択科目
「廃棄物管理」

－ －

29 解体工事 解体工事 建設部門
一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士

一級土木施工管理技士補
一級建築施工管理技士補

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建築施工管理技士（建
築）又は（躯体）
解体工事施工技士

29 解体工事 解体工事 建設部門
一級土木施工管理技士

一級建築施工管理技士

二級土木施工管理技士（土
木）
二級建築施工管理技士（建
築）又は（躯体）
解体工事施工技士

(新規）

1717 塗装工事 －塗装工事 －
一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士

二級土木施工管理技士（鋼
構造物塗装）
二級建築施工管理技士（仕
上げ）

一級土木施工管理技士補
一級建築施工管理技士補

一級土木施工管理技士
一級建築施工管理技士

二級土木施工管理技士（鋼
構造物塗装）
二級建築施工管理技士（仕
上げ）


