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評 価 点

分類 細分類 項目

※計算式
入札参加申請書＜指定様式＞
入札価格内訳書＜指定様式＞

―

　
※計算式 ― ―

(1)技術提案 ①技術提案書の内容
技術提案書（履行計画書、履行体
制図、ＢＣＰ（業務継続計画）
等）（任意様式）

仕様書等に基づき、技術提案書（履行計画
書、履行体制図、ＢＣＰ（業務継続計画）
等）により確認。

研修実施報告書＜指定様式＞、受
講修了証及び研修資料

仕様書等に基づき、研修実施報告書、受講修
了証により確認。

研修実施計画書＜指定様式＞
仕様書等に基づき、研修実施計画書により確
認。

第三者認証・検査機関からの本件
業務に関する有効なマネジメント
システムの取得状況を確認できる
書類

仕様書等に基づき、提出された書類が本業務
に関連する有効なマネジメントシステムに該
当するかを判断して確認。

苦情処理要領（マニュアル等）
苦情処理体制を 苦情処理要領（マニュアル
等）により確認。

(3)品質保証への取
組み

　　 評価割合及び評価点は、枚方市契約規程第25条各号に規定する対象業務により、下表に定めるとおりとする。
　　 ただし、下表により難い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

確認方法等

ア．本件業務に関する有効なマネジメントシステム
の取得状況を評価する。

ア．本件業務に関する研修の実施状況を評価する。
（告示日の属する年度の前年度から過去３年度間）

配点×（予定価格－入札金額）／（予定価格－調査
基準価格等）＜小数点以下切捨て＞

イ．苦情処理要領（マニュアル等）の整備状況及び
内容を評価する。

技術提案書（履行計画書、履行体制図、ＢＣＰ（業
務継続計画）等）の内容を評価する。

１　価格評価

①品質向上への取組み体
制

個別項目の得点の和

価格評価 ５割：（技術的評価＋社会的価値評価） ５割

イ．本件業務に関する研修計画の内容及び研修回数
を評価する。（契約期間中）

委託業務総合評価一般競争入札評価基準ガイドライン

　　 評価の基準に取り入れていく標準的な項目は、次のとおりとする。

　
　
　
２
　
技
術
的
評
価

(2)研修体制
①技術力向上のための研
修制度等の設置

価格評価点 100点：技術的評価点 60点：社会的価値評価点 40点

価格評価点 100点：技術的評価点 80点：社会的価値評価点 20点

徴収書類

１．評価割合及び評価点

価格評価 ５割：（技術的評価＋社会的価値評価） ５割

評価内容

第２号に規定する対象業務のうち、高度（特殊）な技術
や専門性を要する業務
※社会的価値評価項目は、法令等の義務付け事項のみ

詳細

第１号に規定する対象業務（標準的な業務）

評価項目

価格評価点 100点：技術的評価点 40点：社会的価値評価点 60点

第２号に規定する対象業務のうち、第１号に規定する標
準的な業務と高度（特殊）な技術や専門性を要する業務
を含むもの

２．評価基準

価格評価 ５割：（技術的評価＋社会的価値評価） ５割



自主検査体制に関する規定（任意
様式）

仕様書等に基づき、自主検査体制に関する規
定により確認。

本件業務における自主検査体制計
画書（任意様式）

仕様書等に基づき、自主検査体制計画書によ
り確認。

※計算式 ― ―

①障害者雇用率

・常用雇用労働者数が43.5人以
上の事業者　障害者雇用状況報告
書

・常用雇用労働者数が43.5人未
満の事業者　障害者雇用状況報告
書＜指定様式＞

障害者雇用状況報告書により確認。

②障害者の新規雇用 障害者雇用計画書＜指定様式＞ 障害者雇用計画書により確認。

③就職困難者の新規雇用
就職困難者雇用計画書＜指定様式
＞

就職困難者雇用計画書により確認。

トライアル雇用助成金支給決定通
知書

トライアル雇用助成金支給決定通知書により
確認。

北河内地域若者サポートステー
ションの職場体験に協力している
ことがわかる書類（任意様式）

北河内地域若者サポートステーションの職場
体験に協力していることがわかる書類により
確認

過去3年度間の環境報告書の公表
方法を示した書類（任意様式）

環境報告書の公表方法を記述した書類により
確認。

環境マネジメントシステムの認
証・登録証の写し・申請中である
旨の証明書

各種登録証等により確認。

②自主検査体制

イ．環境マネジメントシステム（ISO14001、エ
コアクション２１、ＫＥＳ・環境マネジメント・シ
ステム・スタンダード及びエコステージに限る。）
の認証状況を評価する。（申請中のものを含む。）

就職困難者の新規雇用予定者数を評価する。（本件
業務履行場所における新規雇用に限る。）

就職困難者…本ガイドラインでは、65歳以上の高
年齢者、又は雇用保険法施行規則第110条第2項第
1号に掲げる特定求職者雇用開発助成金（特定就職
困難者コース）の対象労働者（母子家庭の母、父子
家庭の父など。ただし、身体障害者、知的障害者及
び精神障害者を除く。）のいずれかに該当する者を
いう。なお、評価においては当該助成金の活用を要
件としない。

ア．就労支援制度（トライアル雇用助成金に限
る。）の活用を評価する。（告示日の属する年度の
前年度から過去３年度間）

障害者雇用率を評価する。
ただし、2.31％以上である場合に限り、評価対象
とする。また、子会社に雇用される労働者に関する
特例は適用しない。

⑤環境報告書の公表及び
環境マネジメントシステ
ムの認証状況

④就労支援への取組み

イ．北河内地域若者サポートステーションの職場体
験に協力していることを評価する。（告示日の属す
る年度の前年度から過去３年度間）

身体障害者、知的障害者及び精神障害者の新規雇用
予定者数を評価する。（本件業務履行場所における
新規雇用に限る。）

　

３
　
社
会
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値
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個別項目の得点の和

―

ア．環境報告書※1を告示日の属する年度の前年度か
ら過去３年度間にわたって公表していることを評価
する。

ア．自主検査体制の整備状況を評価する。

イ．本件業務における自主検査体制の方法を評価す
る。

　
　
　

　



育児・介護休業法の基準を上回る
制度に係る社内規程

育児・介護休業法の規定による制度に係る社
内規程により確認。

育児休業又は介護休業の過去３年
度間の取得率がわかる書類（任意
様式）

育児休業又は介護休業の取得率がわかる書類
により確認。

ハラスメント相談の外部受付窓口
の設置状況がわかる書類（任意様
式）

ハラスメント相談の外部受付窓口の設置状況
がわかる書類により確認。

ハラスメント研修実施報告書＜指
定様式＞

ハラスメント研修実施報告書及び当該研修の
受講修了証と研修資料により確認。

厚生労働大臣（労働局）に届け出
た一般事業主行動計画策定・変更
届の控え（受理印を受けた届の写
し）または厚生労働大臣（労働
局）の認定通知書

厚生労働大臣（労働局）に届け出た一般事業
主行動計画策定・変更届の控え（受理印を受
けた届の写し）または厚生労働大臣（労働
局）の認定通知書により確認。

管理職名簿＜指定様式＞、就業規
則、給料表等

管理職名簿及び就業規則、給料表等で確認。

公正採用選考人権啓発推進員の設
置状況がわかる書類（任意様式）

公正採用選考人権啓発推進員の設置状況がわ
かる書類により確認。

人権研修実施報告書＜指定様式＞
人権研修実施報告書及び当該研修の受講修了
証と研修資料により確認。

性的マイノリティ支援に関する取
組み内容がわかる書類（任意様
式）

性的マイノリティ支援に関する取組み内容が
わかる書類により確認。

⑩市内居住者の新規雇用
枚方市内居住者雇用計画書＜指定
様式＞

枚方市内居住者雇用計画書により確認。

※１環境報告書…

　

イ．継続的、定期的なハラスメント研修の実施状況
を評価する。（告示日の属する年度の前年度から過
去３年度間）

ア．公正採用選考人権啓発推進員の設置を評価す
る。

３．その他

⑨人権啓発の取組み

ウ．性的マイノリティ支援に関する取組み内容を評
価する。

　

　

イ．継続的、定期的な人権研修の実施状況を評価す
る。（告示日の属する年度の前年度から過去３年度
間）

イ．育児・介護休業法の規定による育児休業又は介
護休業の取得率を評価する。（告示日の属する年度
の前年度から過去３年度間）（特に男性の取得）

イ．管理職（女性活躍推進法に基づく基準適合一般
事業主認定申請における管理職をいう。）に占める
女性の割合を評価する。（告示日現在）

ア．育児・介護休業法の基準を上回る規定（育児休
業期間の延長、子の看護休暇日数の上乗せ等）を整
備していることを評価する。

⑧女性の採用・職域拡大
への取組み

―

ア．ハラスメント相談の外部受付窓口の設置につい
て評価する。

　　  評価基準は、入札説明書、入札公告等に明記するものとする。

⑥仕事と育児又は家族介
護の両立支援

⑦ハラスメント防止への
取組み

枚方市内居住者の新規雇用予定者数を評価する。
（就業場所は問わない。）

ア．女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定又は認定を評価する。

事業者が自らの事業活動に伴う環境配慮の状況について定期的に公表しているもので、環境情報の提供の促進等による特定事業
者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第８条第１項に基づき定められた記載事項を含む文書


	ガイドライン

