
令和3・4年度　格付基準表

A A A A
B B B B
C C C C
D D - -

A A A A
B B B B
C C C C
D D - -

75点 ～ 

80点

有効

有効
有効

『管工事成績評点』
加点対象項目 加点減点方式

有効

1点 ～ 54点　まで -40点
55点 ～ 59点　まで -30点
60点 ～ 64点　まで -20点
65点 ～ 69点　まで +0点
70点 ～ 74点　まで +20点

+40点

79点　まで +30点
80点 以上 +40点

加点対象項目 加点減点方式

有効

1点 ～ 54点　まで -40点
55点 ～ 59点　まで -30点
60点 ～ 64点　まで -20点
65点 ～ 69点　まで +0点
70点 ～ 

以上

『電気工事成績評点』

有効

1点 ～ 54点　まで -40点
55点 ～ 59点　まで -30点
60点 ～ 64点　まで -20点
65点 ～ 69点　まで +0点
70点 ～ 74点　まで

-20点
65点 ～ 69点　まで +0点

74点　まで
沖縄県建設雇用改善優良事業所表彰 +3点

雇用義務あり・未達成 -5点
雇用義務なし・雇用している

『障害者雇用』による加点

1人につき　+3点
+99点

1人 ～ 32人　まで
33人 以上

有効

有効

有効 雇用義務あり・定数以上に雇用 +5点 / 人　（超過人数分）

有効 雇用義務あり・定数達成

6か月以上   回数　ｘ　（ -40 ）点
  回数　ｘ　（ -50 ）点

+30点

『建築工事成績評点』

加点対象項目 加点減点方式

79点　まで

80点 以上 +40点

有効

1点 ～ 54点　まで -40点

+20点
75点 ～ 

55点 ～ 59点　まで -30点
60点 ～ 64点　まで

+1点
+1点

有効 （社）沖縄県電気管工事業協会
+2点

『土木工事成績評点』

75点 ～ 79点　まで +30点

『工事成績平均評点』による加点

加点対象項目 加点減点方式

うるま市指名停止措置 1か月以上 6か月未満   回数　ｘ　（ -30 ）点
1か月未満   回数　ｘ　（ -20 ）点

指示処分
6か月以上   回数　ｘ　（ -40 ）点

1か月以上 6か月未満

  回数　ｘ　（ -20 ）点

安全衛生に係る厚生労働大臣表彰 +3点

70点 ～ 74点　まで +20点

75点 ～ 79点　まで +30点

有効

有効 沖縄県農林水産部優良建設業者表彰 +5点

有効 うるま市優秀建設工事表彰 +20点

有効

国土交通省建設工事統計調査大臣表彰 +3点

加点対象項目 加点方式

+20点

80点 以上 +40点

有効 沖縄県産業安全衛生大会表彰 +3点

有効 エコアクション２１ +5点

+5点ＩＳＯ9000シリーズ有効
有効 ＩＳＯ14000シリーズ +5点

加点方式

『ＩＳＯ』による加点

加点対象項目

+5点

『表彰』による加点
+5点 / 人有効

『技術者数』による加点
市内支店・営業所 +3点

『市在住職員数』による加点

加点対象項目 加点方式

   管工事業　2級技術士

   電気工事業　2級技術士
   管工事業　1級技術士

有効
有効

1人につき　+3点 
1人につき　+1点
1人につき　+5点　 建設、農業、林業（森林）、水産に限る。

1人につき　+3点
1人につき　+1点
1人につき　+3点 
1人につき　+3点 
1人につき　+1点
1人につき　+3点
1人につき　+1点

有効

平成31・32年度格付基準

839点以下849点以下

  950点以上   820点以上
 860点 ～ 949点  830点 ～ 929点  630点 ～ 849点  680点 ～ 819点

  930点以上   850点以上

代表者市内在住 +5点
+10点

土木一式工事 建設一式工事 電気工事 管工事

『所在地』による加点

『社会貢献』による付加

点数（活動年数）加点対象項目
10年　以上

－ －

+6点（社）沖縄県建設業協会有効 +2点
2年　～　5年

+4点
5年　～　10年

+3点

令和3・4年度格付基準

+3点
+2点

有効 （社）沖縄県中小建設業協会

有効 新規登録業者は1ランク下級に格付する。

【格付基準日　　令和3年4月1日】

830点以上
829点以下

土木一式工事 建設一式工事 電気工事 管工事
940点以上

840点～939点
800点以上
799点以下

964点以上
850点～963点

本社市内
有効

加点対象項目 加点方式

－
775点 ～ 859点 750点 ～ 829点   629点以下   679点以下

  774点以下   749点以下 －

『地域活動貢献』による付加

市主催のイベントでのボランティア活動
加点対象項目 4回以上

1か月未満   回数　ｘ　（ -20 ）点
監督処分 営業停止

許可の取消処分

3回2回1回
+3点 +6点 +9点 +12点有効

『建設業法違反等』による減点

減点対象項目 減点方式

有効

  回数　ｘ　（ -30 ）点

加点対象項目

　 土木工事業　技術士
有効    建築工事業　1級技術者

加点方式

『地域貢献』による付加

うるま市建設業者会、うるま市管工事組合、うるま市電業会、うるま市緑花友の会
のいずれかに加入

有効 +10点

   土木工事業　2級技術者

   建築工事業　積算士
   電気工事業　1級技術士

有効

有効

   建築工事業　2級技術者

   土木工事業　1級技術者

有効

有効 沖縄県土木建築部優良建設表彰 +5点

有効

加点対象項目 加点減点方式


