
資料３

J-GLOBAL広告バナーサービスにおける広告代理店業務 審査基準
仕様書

大項目 中項目 提出書類 内容 必須 加点 必須 加点
①-2実績書 実績書 I.発注要件 ３．発注条件

３．４ 総代理店の審査基
準 （１）業務実績

科学技術系のWeb広告媒体における広告代理店業務の受注実
績（履行完了のものに限る）を直近5営業年度（本営業年度含
む）以内に有している。 － ○/× －

②企業概要～
⑧納税証明書

②企業概要（パンフレット等）、③謄本「原本」、④印鑑証
明書等、⑤定款、寄付行為等、⑥代表者経歴書、⑦決算書、
⑧納税証明書

I.発注要件 ３．発注条件
３．４ 総代理店の審査基
準 （２）経営状況

以下のいずれにも該当しない。
・直近３期中１期でも債務超過である。
・３期連続経常赤字である（設立直後であれば１期または２
期連続経常赤字）。

－ ○/× －

①-4代理店契
約書

広告代理店業務委託契約書の雛形 I.発注要件 ３．発注条件
３．５ 契約 （１）広告
代理店業務委託契約の締結

広告代理店業務委託契約書の雛形が提出されている。

－ ○/× －

１．実績 ①-3企画書
１．実績

貴社の科学技術系のWeb広告媒体における広告代理店業務実
績の中で、特にJ-GLOBAL広告サービスに役に立つ実績を数
点あげ、説明してください。

I.発注要件 ３．発注条件
３．４ 総代理店の審査基
準 （１）業務実績

－

挙げられた実績はJ-GLOBAL広告サービスの特性（科学技術
に特化したサービスであること、公共性が強いことなど）に
・十分適合している。（30点）
・一部適合している。（15点）
・適合している面が見当たらない。（0点）

－ 30点

（１）本業務の
実施体制

①-3企画書
２．体制につ
いて（１）本
業務の実施体
制

・J-GLOBAL広告サービスの広告代理店業務における、貴社
で想定している募集体制（組織、役職、人員）（営業担当／
支援担当）（営業所所在地）と貴社の販売網（仲介代理店か
らの紹介等を含む）を記載してください。
・人員は担当者の役職やスキルや経験、具体的な経歴がわか
るように記載してください。
・緊急時の連絡体制について記載してください。
 ※JSTとの契約担当者、業務に関する連絡窓口担当者となる
方が明確になるように記載してください。

I.発注要件 ３．発注条件
３．４ 総代理店の審査基
準 （３）体制

以下の条件を全て満たしている。
・本業務の営業業務に「科学技術系のWeb広告媒体における
営業経験を１年以上有する者」が1名以上従事している。
・本業務を円滑に実施可能な営業支援部門の人員を有してい
る。
・危機管理体制（緊急事態発生時の連絡体制、コンプライア
ンス遵守体制）が構築されている。
・JSTとの契約担当者、業務に関する連絡窓口担当者を配置し
ている。
・JSTが総代理店に対し、常時契約履行状況に関する調査を行
うことが可能な体制となっている。

下記の条件を１つ満たす毎に15点づつ加点。（0点、15点、
30点、45点）
①募集体制における延べ人員数が３名以上。
②（営業所所在地などから）全国をカバーできる体制となっ
ている。
③仲介代理店の数が５以上など、販売網が充実している。

○/× 45点

（２）組織内の
位置づけ

①-3企画書
２．体制につ
いて（２）組
織内の位置づ
け

・貴社における本業務の他業務との関係性や位置づけ、期待
される相乗効果について記載してください。

I.発注要件 ３．発注条件
３．４ 総代理店の審査基
準 （４）従来業務との相
乗効果など

－

J-GLOBAL広告サービスが得られる「既存業務との相乗効
果」は、
・十分期待できる。（20点）
・一部期待できる。（10点）
・望めない。（0点）

－ 20点

提案書作成要領 評価基準

【提出書類】

評価項目

２．体制につい
て

評価点
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資料３

J-GLOBAL広告バナーサービスにおける広告代理店業務 審査基準
仕様書

大項目 中項目 提出書類 内容 必須 加点 必須 加点
提案書作成要領 評価基準評価項目 評価点

（１）コンセプ
ト

①-3企画書
３．広告の募
集（１）コン
セプト

・募集（営業）活動における貴社が想定するコンセプト（基
本的な考え方）を記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．１ 広告
の募集 （１）広告の募集

必要な内容が全て記載されており、その内容が実現性のある
ものとなっている。

コンセプトは、J-GLOBAL広告サービスの特性（科学技術に
特化したサービスであること、公共性が強いことなど）に
・十分適合している。（20点）
・一部適合している。（10点）
・適合している面が見当たらない。（0点）

○/× 20点

（２）募集対象
（ターゲット）

①-3企画書
３．広告の募
集（２）募集
対象

・想定している募集対象（営業対象）のターゲット（広告主
候補、以下「ターゲット」という。）を、「業種別」や「新
規ターゲット／既存取引有りの別」、「貴社との関係性」等
で分類して、その分類ごとに「年度別」の『ターゲット数』
を記載してください。
※上記の他に適切な分類があれば随時、追加してください。
※上記の分類それぞれについて、ターゲットの特性（ター
ゲットの業界の特性、新規と既存の相違、貴社との関係性の
違いによる特性など）等も併せて記載してください。
※仲介代理店からの紹介客先等についても可能な範囲で想定
を記載願います。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．１ 広告
の募集 （１）広告の募集

必要な内容が全て記載されており、その内容が実現性のある
ものとなっている。

・将来のターゲット数拡充も含め、ターゲット数は十分な数
となっている。（30点）
・ターゲット数は十分な数となっていない。もしくは記載内
容から判断がつかない。（0点）

○/× 30点

・ターゲットの成約までの「はたらきかけ」「提案」の内容
の有効性で評価。
・「はたらきかけ」「提案」は十分有効なものとなってい
る。（30点）
・「はたらきかけ」「提案」はある程度有効なものとなって
いる。（15点）
・「はたらきかけ」「提案」はあまり有効なものとはなって
いない。または記載内容から判断がつかない。（0点）

30点

・「成約率」と「成約数」は妥当且つ十分な数字となってい
る。(20点)
・「成約率」と「成約数」は妥当な数字とは言えない、もし
くは十分な数字とはなっていない。または記載内容から判断
がつかない。(0点)

20点

○/×

必要な内容が全て記載されており、その内容が実現性のある
ものとなっている。

・上記（２）のターゲットに最初にコンタクトを取ってから
成約まで、それぞれのフェーズでどのような「はたらきかけ
（アプローチ）」や「提案」を行う想定か、またターゲット
が次のフェーズへ移行する確率はどのように想定している
か、根拠も含め記載してください。またターゲットの分類に
より対応が異なる場合は、場合分けをして記載してくださ
い。
 例）
 ①ファーストコンタクト：J-GLOBAL広告サービスを紹介
 ②無料トライアル（①→②10～15%）：無料でのトライア
ル掲載
 ③有料掲載（②→③10～15％）
・上記のうち最初の「はたらきかけ」は、どのような「ポジ
ション・役割の方」が、「どのような機会（場所など）」
に、「どのような営業活動」を行う想定か、記載してくださ
い。
 例）科学系学会やビジネス展示会での営業活動、科学系雑
誌およびＷeb媒体の広告掲載先への声かけなど

３．広告の募集
（コンセプト、
ターゲット、活
動）について

（３）募集活動
の内容と成約率
について

①-3企画書
３．広告の募
集（３）募集
活動の内容と
成約率につい
て

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．１ 広告
の募集 （１）広告の募集
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資料３

J-GLOBAL広告バナーサービスにおける広告代理店業務 審査基準
仕様書

大項目 中項目 提出書類 内容 必須 加点 必須 加点
提案書作成要領 評価基準評価項目 評価点

（４）他機関と
の協力体制

①-3企画書
３．広告の募
集（４）他機
関との協力体
制

・貴社の募集活動に対して、関係会社や協力会社などから見
込まれる営業協力や企業間連携について、可能な範囲で記載
してください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．１ 広告
の募集 （１）広告の募集 －

・有効な連携先が十分ある。（20点）
・有効な連携先がある。（10点）
・有効な連携先がない。もしくは記載内容から判断がつかな
い。（0点） － 20点

（５）募集にか
かる人工（エ
フォート）につ
いて

①-3企画書
３．広告の募
集（５）募集
にかかる人工
（エフォー
ト）について

・上記（３）の募集活動に従事する方の「人工（にんく、エ
フォート）」を人月単位で記載してください。

※上記「２．体制」と整合性が取れた内容としてください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．１ 広告
の募集 （１）広告の募集

募集活動に従事する方の「人工」が「①-3企画書 ２．体
制」と整合性が取れた数字となっており、且つ適切な範囲に
収まっている。

－ ○/× －

（６）募集用資
料等

①-3企画書
３．広告の募
集（６）募集
用資料等

・募集活動（営業活動）に用いる広告媒体資料等のイメージ
を記載してください。
・その他、J-GLOBAL広告サービスの販促資料で想定される
ものがあればそのイメージを記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．１ 広告
の募集 （３）募集用資料
等の作成

－

・募集促進に十分適した内容となっている。（20点）
・募集促進に適した内容となっている。（10点）
・募集促進に適した内容とは言えない。もしくは記載内容か
ら判断がつかない。（0点）

－ 20点

４．J-GLOBAL
広告サービスの
充実・拡大戦略
等についてのご
提案

①-3企画書
４．J-GLOBAL
広告サービス
の充実・拡大
戦略等につい
てのご提案

J-GLOBAL広告サービスの今後のサービス充実・拡大戦略等
（例：ブランディング戦略など）について、貴社の実績と強
み・弱み、想定されるリスクなどと一緒に、ご提案を記載し
てください。
・広告媒体として「J-GLOBAL」を捉えた際の強み・弱み、
他競合媒体と比べた優位性などについて、貴社の考え方を記
載してください。
・J-GLOBAL広告サービスの充実・拡大に向けて、JSTが担う
べき役割、行うべき方策について、貴社の考え方を記載して
ください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．１ 広告
の募集 （１）広告の募集

－

・極めて有望な提案内容となっている。（40点）
・有望な点も見られる提案内容となっている。（20点）
・有望な提案内容とは言えない。もしくは記載内容から判断
がつかない。（0点）

－ 40点

３．広告の募集
（コンセプト、
ターゲット、活
動）について
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資料３

J-GLOBAL広告バナーサービスにおける広告代理店業務 審査基準
仕様書

大項目 中項目 提出書類 内容 必須 加点 必須 加点
提案書作成要領 評価基準評価項目 評価点

・「標準料金」と料金体系の根拠・理由は極めて妥当なもの
となっている。（20点）
・「標準料金」と料金体系の根拠・理由は妥当なものである
と言える。（10点）
・「標準料金」と料金体系の根拠・理由は妥当なものとは
なっていない、もしくは記載内容から判断がつかない。（0
点）

20点

・「標準料金」の変更・見直しタイミングについて適切な記
載が為されている。（10点）
・「標準料金」の変更・見直しタイミングについて適切な記
載が為されていない、もしくは記載内容から判断がつかな
い。（0点）

10点

・募集促進に有効と思われる独自のアイデアが盛り込まれて
いる。（10点）
・募集促進に有効と思われる独自のアイデアは盛り込まれて
いない、もしくは記載内容から判断がつかない。（0点）

10点

（２）代理店手
数料率

①-3企画書
５．売上計画
等について
（２）代理店
手数料率

・想定する代理店手数料率をその数字とする根拠と共に記載
してください。
・本項で提案いただいた内容はあくまで代理店審査のための
参考として使用いたします。実際の手数料率は総代理店決定
後に、JSTと総代理店との協議の上、決定させていただきま
す。

I.発注要件 ３．発注条件
３．６ 広告掲載料金と代
理店手数料率

代理店手数料率について仕様書記載の数字（２５％～３
３％）の範囲内で記載がある。

－ ○/× －

売上計画の内容がターゲット成約までの「成約数」や「標準
料金」と料金体系と整合性の取れたものとなっている。

・売上計画の各数字の根拠・理由は極めて妥当で実現可能性
も十分にある。（30点）
・売上計画の各数字の根拠・理由の妥当性・実現可能性はあ
る程度認められる。（15点）
・売上計画の各数字の根拠・理由の妥当性・実現可能性は認
められない、もしくは記載内容から判断がつかない。（0点）

○/× 30点

売上計画に「JST売上」を最大で見込んだ場合、最小で見込ん
だ場合の２種類の計画値についての記載があり、契約最終年
度の「JST売上」の最小額が、200万円以上となっている。

①契約最終年度の「JST売上」額が「最大：1000万円」「最
小：500万円」を共に超えている。（30点）
②上記①の条件を満たさない場合、契約最終年度の「JST売
上」額が「最大：700万円」「最小：300万円」を共に超えて
いる。（15点）
③上記①②のいずれの条件も満たしていない。（0点） ○/× 30点

広告枠数や表示位置など仕様書記載の条件を踏まえた「標準
料金」とその料金体系の提案が為されている。

○/×

・上記「（１）広告掲載料金の「標準料金」と料金体系」、
上記「（２）代理店手数料率」をベースに、契約期間におけ
る各年次の、「ネット広告掲載料金」「ターゲット数」「成
約（広告掲載）枠数」「広告掲載1件当たりの見込み単価（枠
単価）」「JST売上」「代理店売上」などについて記載してく
ださい。
※「JST売上」を最大で見込んだ場合、最小で見込んだ場合の
２種類の計画値を記載してください。
※記載に当たっては、上記「２．体制について」および
「３．広告の募集（コンセプト、ターゲット、活動）につい
て 」の記載内容と整合性が取れた内容としてください。
※売上計画の管理に関して､進捗管理の方法や頻度などについ
ても記載してください。
・本項で提案いただいた内容はあくまで代理店審査のための
参考として使用いたします。実際の目標値は総代理店決定後
に、JSTと総代理店との協議の上、決定させていただきます。

（３）売上計画

（１）広告掲載
料金の「標準料
金」と料金体系

５．売上計画等
について

①-3企画書
５．売上計画
等について
（１）広告掲
載料金の「標
準料金」と料
金体系

①-3企画書
５．売上計画
等について
（３）売上計
画

I.発注要件 ３．発注条件
３．６ 広告掲載料金と代
理店手数料率

Ⅱ. 本業務の要件 ２．マ
ネジメント要件 ２．１売
上計画

・J-GLOBAL広告サービスの広告枠数や表示位置、表示条件
等が仕様書記載の内容とした場合の、広告掲載料金の「標準
料金」とその料金体系について記載してください。
※J-GLOBAL広告サービスの特性や、販売体制、予想される
ニーズ等を勘案して「標準料金」とその料金体系を作成して
ください。
※複数枠セットでの掲載、複数期間の掲載等で料金に違いが
ある場合は、条件がわかるように記載してください。
※トライアル時の料金設定の考え方や、販促のための料金体
系のアイデアなどもあれば記載してください。
※「標準料金」の変更が必要となる機会や見直しのタイミン
グについても、具体的に記載してください。
・本項で提案いただいた内容はあくまで代理店審査のための
参考として使用いたします。実際の「標準料金」は総代理店
決定後に、JSTと総代理店との協議の上、決定させていただき
ます。
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資料３

J-GLOBAL広告バナーサービスにおける広告代理店業務 審査基準
仕様書

大項目 中項目 提出書類 内容 必須 加点 必須 加点
提案書作成要領 評価基準評価項目 評価点

５．売上計画等
について

（４）契約終了
後の売上の展望

①-3企画書
５．売上計画
等について
（４）契約終
了後の売上の
展望

J-GLOBAL広告サービスの今後の展望や可能性について、売
上の限界も含めて定性的に記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 ２．マ
ネジメント要件 ２．１売
上計画

－

・J-GLOBAL広告サービスの特性を十分把握した上での適切
な観測・評価となっている。（20点）
・J-GLOBAL広告サービスの特性を十分把握した上での適切
な観測・評価となっていない、もしくは記載内容から判断が
つかない。（0点）

－ 20点

・信用調査・審査の実施体制が充実、実施スキームが確立さ
れており、十分な信頼のおけるものとなっている。（20点）
・信用調査・審査の実施体制と実施スキームを有しており、
ある程度の信頼のおけるものとなっている。（10点）
・信用調査・審査の実施体制と実施スキームは有しているも
のの、その信頼性は不十分なものとなっている、もしくは記
載内容から判断がつかない。（0点）

20点

信用調査・審査におけるリスクとその対応方法について、
・極めて適確に想定されている。（20点）
・ある程度適確に想定されている。（10点）
・適確とは言えない、もしくは記載内容から判断がつかな
い。（0点）

20点

「広告主の信用調査」「広告内容の審査」について、
・十分な実績を有し、効果的な工夫も見られる。（20点）
・ある程度の実績を有している。（10点）
・実績が不十分、もしくは記載内容から判断がつかない。（0
点）

20点

７．ウィルス等
チェックについ
て

①-3企画書
７．ウィルス
等チェックに
ついて

広告バナーおよび広告バナーからのランディングページにつ
いてのウィルス等チェックについて、どのようなツールを用
いてどのように実施するか記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．３ 広告
のウィルス等チェック

広告バナーおよび広告バナーからのランディングページにつ
いてのウィルス等チェックを適確に実施できる。

－ ○/× －

８．申込書受領
以降のフローに
ついて

①-3企画書
８．申込書受
領以降のフ
ローについて

・申込書受領から広告掲載終了、そして広告掲載料金の徴収
とJSTへの送金までの流れを記載してください。
※仕様書に合致した内容としてください。
※関係各者（営業、事務、JST、広告主等）を明記し、具体的
な締め切り期日がわかるように記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．４ 広告
掲載申込書の受領とJSTへ
の連絡∼１．７ ネット広告
掲載料金の送金

申込書受領から広告掲載終了、広告掲載料金の徴収とJSTへの
送金までの流れが、仕様書に合致したものとなっている。

－ ○/× －

「広告主の信用調査」「広告内容の審査」を実施できる体制
と、手法を有している。

○/×

・「広告主の信用調査」および「広告内容の審査」の実施方
法、実施体制を記載してください。
・「広告主の信用調査」および「広告内容の審査」における
リスクとそれに対する対応を記載してください。
・「広告主の信用調査」および「広告内容の審査」における
工夫や実績、過去の特殊な事例の判断例を記載してくださ
い。

６．審査につい
て

①-3企画書
６．審査につ
いて

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．２ 審査
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資料３

J-GLOBAL広告バナーサービスにおける広告代理店業務 審査基準
仕様書

大項目 中項目 提出書類 内容 必須 加点 必須 加点
提案書作成要領 評価基準評価項目 評価点

（１）問い合わ
せ・申し込み

①-3企画書
９．顧客対応
等について
（１）問い合
わせ・申し込
み

・広告等の顧客からの問い合わせに対する体制などについて
記載してください

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．８ 顧客
対応

顧客対応の体制を有している。

－ ○/× －

（２）その他顧
客へのサービス

①-3企画書
９．顧客対応
等について
（２）その他
顧客へのサー
ビス

・その他の顧客へのサービス（広告バナー作成や広告への提
案など）があれば記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．８ 顧客
対応 －

・十分効果的な顧客サービスを有している。（20点）
・ある程度の効果が望める顧客サービスを有している。（10
点）
・効果的な顧客サービスを有していない、もしくは記載内容
から判断がつかない。（0点）

－ 20点

（３）クレーム
対応

①-3企画書
９．顧客対応
等について
（３）クレー
ム対応

・想定されるクレームとその対応方法などについてケースス
タディを含め記載してください。
・クレームへの対応方法や運用実績について記載してくださ
い。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．８ 顧客
対応 －

・極めて高いクレーム対応力を有している。（20点）
・ある程度のクレーム対応力を有している。（10点）
・クレーム対応力が不十分、もしくは記載内容から判断がつ
かない。（0点） － 20点

（４）顧客情報
の管理について

①-3企画書
９．顧客対応
等について
（４）顧客情
報の管理につ
いて

・顧客情報の管理状況（更新方法、媒体、管理ルールなど）
について記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 １．広
告募集から広告掲載終了後
までの要件 １．９ 顧客
管理

顧客情報について適正な管理が行われている。

－ ○/× －

（１）定期報告
書、定期報告会
の開催

①-3企画書
１０．マネジ
メントについ
て（１）定期
報告書、定期
報告会の開催

仕様書記載の「月次報告書の作成」「四半期報告会の開催」
「年度報告書の作成」「年度報告会の開催」等について、実
施予定内容を記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 ２．マ
ネジメント要件 ２．２
月次報告書の提出∼２．４
年度報告書と年度報告会

仕様書に沿った内容の提案となっている。

－ ○/× －

（２）コンプラ
イアンス等

①-3企画書
１０．マネジ
メントについ
て（２）コン
プライアンス
等

・貴社における「関係法規等の遵守」「情報の管理」「守秘
義務」「個人情報の取り扱い」に関する方針やルール、取り
組みなどについて記載してください。

Ⅱ. 本業務の要件 ２．マ
ネジメント要件 ２．６
コンプライアンス等

「関連法規等の遵守」「情報の管理」「守秘義務」「個人情
報の取り扱い」について、適正に取り扱われている。

－ ○/× －

１０．マネジメ
ントについて

９．顧客対応等
について
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資料３

J-GLOBAL広告バナーサービスにおける広告代理店業務 審査基準
仕様書

大項目 中項目 提出書類 内容 必須 加点 必須 加点
提案書作成要領 評価基準評価項目 評価点

１０．マネジメ
ントについて

（３）ワーク・
ライフ・バラン
スについて

①-3企画書
１０．マネジ
メントについ
て（３）ワー
ク・ライフ・
バランスにつ
いて

ワーク・ライフ・バランスに関する貴社の取り組みで以下に
該当するものがあれば記載してください。無い場合はその旨
記載してください。
①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活
躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業）または一般事
業主行動計画策定（常時雇用する労働者の数が３００人以下
のものに限る）
②次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（く
るみん認定企業・プラチナ認定企業）
③青少年の雇用の促進等に関する法律（若年雇用促進法）に
基づく認定 （ユースエール認定企業）
④上記の他内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受け
た取り組み

Ⅱ. 本業務の要件 ２．マ
ネジメント要件 ２．７
ワーク・ライフ・バランス
等の推進について

－

下記の条件を１つ満たす毎に5点づつ加点。（0点、5点、10
点、15点、20点）
①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活
躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業）または一般事
業主行動計画策定（常時雇用する労働者の数が３００人以下
のものに限る）。
②次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（く
るみん認定企業・プラチナ認定企業）。
③青少年の雇用の促進等に関する法律（若年雇用促進法）に
基づく認定 （ユースエール認定企業）。
④上記の他内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受け
た取り組み。

－ 20点

１１．独自提案
等について

①-3企画書
１１．独自提
案等について

・上記の他に、J-GLOBAL広告サービス向上（サービスその
ものの向上、付加価値、インプレッション数増など）のため
の独自の提案があれば記載してください。

I.発注要件 ３．発注条件
３．２ J-GLOBAL広告
サービスについて （６）
J-GLOBAL広告サービスの
内容の変更について

－

・十分有効な提案内容となっている。（30点）
・ある程度の有効性が認められる提案内容となっている。
（15点）
・提案内容に効果が認められない。または記載内容から判断
がつかない。（0点）

－ 30点

545点
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