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第１章 審査の概要 

 

１ 事業者選定基準の位置付け 

本書は、牧之原市（以下、「市」という。）が牧之原市多目的体育館整備事業（以下、「本事業」

という。）の最優秀提案者（以下、「提案者」という。）を決定するにあたり、公平性、透明性の確保

の観点から応募者から提出される提案書を可能な限り客観的に評価する基準として示すものであり、

本事業に参加しようとする者に交付する募集要項等と一体のものとして扱うものである。 

 

２ 基本的な考え方 

本事業を実施する事業者の選定方法は、各応募者からの本事業の実施に係る対価（以下、「提案価

格」という。）の他、基本・実施設計、建設に関する技術やノウハウが求められることから、提案書

の提案内容等（以下、「提案内容」という。）について選定委員会において審査し、総合的に評価す

る。 

 

第２章 最優秀提案者決定の手順 

 

１ 決定までの審査の流れ 
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２ 審査 

（１）資格審査 

市は、応募者から提出される参加資格審査に関する書類を基に、応募者が満たすべき参加資

格要件及び業務遂行能力について確認し、確認の結果を代表企業に対して通知する。参加資格

を満たさない場合は、失格とする。 

 

（２）提案審査 

（ア）提案書類の確認 

市は、応募者に求めた提案に関する書類が全て揃っていることを確認する。提出書類が丌備

の場合、失格とする。 

 

（イ）提案価格の確認 

市は、価格提案書に記載された提案価格が募集要項に記載された「整備等費用に関わる事項

等」を超えていないことを確認する。提案価格が上限額を超える場合は、失格とする。 

 

（ウ）基礎項目審査 

市は、提案書類に記載された内容が、基礎項目審査を満たしていることを確認する。 

提案内容が基礎項目審査を満たさない場合は、失格とする。 

基礎項目審査は、以下のとおりである。 

ａ 要求水準書の要求水準に未達の無いこと。 

ｂ 募集要項及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反の無いこと。 

 

（エ）性能評価 

 選定委員会は、提案書に記載された内容について審査を行い、第３章の２項「性能評価の評

価方法」に基づき得点化を行う。 

 

（オ）価格評価 

 選定委員会は、第 3 章 3 項「価格評価の評価方法」に基づき、応募者から提出された各提

案書に記載された金額について得点化を行う。 

 

（カ）総合評価、最優秀提案者及び次点提案者の選定 

選定委員会は、第３章第４項「総合評価点の算出方法」に基づき、性能評価点及び価格評

価点の合計を総合評価点とし、総合評価点の最も高い提案を最優秀提案者として選定する。

また、総合評価点が二番目に高い提案を行ったものを次点提案者として選定する。 

総合評価点の最も高い提案が２以上ある場合は、加点審査の得点が最も高い提案を最優秀

提案として選定する。この場合において、加点審査の得点が同点である提案が２以上ある場

合には、選定委員会において抽選により最優秀提案を決定する。 
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（キ）最優秀提案者の決定 

市は、選定委員会の選定結果をもとに提案者を決定する。 

＜提案内容に係る留意事項＞ 

 原則として、提案者が提案した提案内容は請負契約で定める業務水準となるが、施設計画に係る

提案のうち、本施設の維持管理・運営に当たり支障が生じることが懸念される内容があるときは、

提案者の合意のもと、市は当該提案内容の一部について改変を求める場合がある。 

 また、選定委員会より、応募者からの提案内容に対して意見が出される場合がある。この場合、

契約締結の段階で、選定委員会が提示した意見を踏まえて、提案内容を改善することが丌可欠であ

ると市が判断し、提案者との間で合意した場合には、業務水準とする場合がある。 

 なお、提案者の応募者が１者しかいない場合であっても、事業者選定基準に従い選定委員会で審

査を行う。 

 

第３章 審査における得点化方法 

１ 性能評価・価格評価の配点方針 

  性能評価及び価格評価の評価項目は、市が本事業に対して民間の創意工夫の発揮を期待する事

項であり、配点はその重みを示すものである。 

 

２ 性能評価の評価方法 

提案審査に関する評価項目について、原則として表１に示す A から E までの５段階評価により

得点化する。 

＜表1＞  

評価 判断基準 得点化方法 

A 特に秀でて優れている 各項目の配点×1.00 

B 秀でて優れている 各項目の配点×0.75 

C 優れている 各項目の配点×0.50 

D わずかに優れている点がある 各項目の配点×0.25 

E 要求水準を満たしているのみ 各項目の配点×0.00 

 

３ 価格評価の評価方法 

価格評価については、価格提案書（様式8）に記載された価格を基に次の算式により得点化する。

なお、価格評価点の算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入し、小数第二位までを求める。 

価格審査点＝360×（最も低い提案価格／当該応募者の提案価格） 

 

４ 総合評価点の算出方法 

  総合評価点は、次の方法で算出する。 

 

総合評価点 ＝ 性能評価点 ＋ 価格評価点 

 1,400点 ＝ 1,040点 ＋  360点  
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５ 提案審査の配点 

＜表2＞ 

審査項目 配点 

性能評価 1,040 

 １ 事業計画に関する事項(370点) 

  (1)基本方針 30 

  (2)事業実施体制等 40 

  (3)企業の能力 
60 

  (4)配置予定技術者の経験、能力 

  (5)リスク管理 40 

  (6)地域経済への振興に関する事項 200 

 ２ 施設整備に関する事項(490点) 

  (1)取組方針 30 

  (2)施設等のデザイン 40 

  (3)施設全体の計画 40 

  (4)諸室の配置 40 

  (5)メインフロア 60 

  (6)その他諸室の施設計画 40 

  (7)安全性への配慮 40 

  (8)環境への配慮 40 

  (9)ランニングコスト等への配慮 60 

  (10)維持管理・運営への配慮 100 

 ３ 施工計画に関する事項(120点) 

  (1)施工計画における品質確保 40 

  (2)工程管理及び工期の遵守 40 

  (3)施工中の近隣住民への配慮と安全管理 40 

 ４ 総合性・独創性に関する事項(60点) 

  (1)独自の提案 60 

価格評価 360 

総合評価 1,400 
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（１）事業計画に関する事項＜表3―１＞ 

評価項目 評価の視点 配点 

(1) 

基本方針 

①本事業におけるコンセプト（健康づくり、生涯スポーツ、市民が集う、安心安全）を

十分に理解しており、これらの方向性への貢献が具体的に示され、優れた点が見られ

るか。 

②事業者の実績やノウハウを効果的に活用する方針が具体的に示され、優れた点が見ら

れるか。 

③事業スケジュールについて、円滑に事業全体を遂行する為の工夫について、優れた点

が見られるか。 

④その他の特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

30 

(2) 

事業実施 

体制等 

①代表企業、構成企業の役割、責任分担、連携・協力・補完体制及び指揮命令系統が事

業の段階に応じて具体的に示され優れた点が見られるか。 

②グループ内の企業間で必要な情報を共有し、多様な施設・事業を円滑に統括管理する

取組、方法が具体的に示され、優れた点が見られるか。 

③その他特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

40 

(3) 

企業の能

力 

同種業務の実績 

※1 
設計企業 

同種業務の実績が3件以上ある※2 6 

60 

同種業務の実績が２件 3 

建設企業 
同種業務の実績が3件以上ある※3 6 

同種業務の実績が２件 3 

(4) 

配置予定 

技術者の

経験、能

力 
設計企業 

管理技術者 

※4 

経験年数（表4） 4 

同種業務実績(※2及び表5) 4 

主任技術者

（各業務の

主たる担当

技術者） 

資格×経験 

(表6) 

建

築 

意匠 4 

構造 4 

電気 4 

機械 4 

同種業務実績 

(※2及び表7) 

建

築 

意匠 4 

構造 4 

電気 4 

機械 4 

建設企業 監理技術者 
経験年数(表8) 4 

同種業務実績(※3及び表9) 4 

(5) 

リスク 

管理 

①各業務の履行に係るリスクに対する認識が具体的に示され、優れた点が見られるか。 

②リスク分担が具体的に示され、優れた点が見られるか。 

③リスク回避策が具体的に示され、優れた点が見られるか。 

④リスクが顕在化した際の対応方針が具体的に示され、優れた点が見られるか。 

40 

(6) 

地域経済

への振興

に関する

事項 

 

評価項目 評価の視点 配点 

市内業者契約予定額 

※5、※6、※７ 

提案予定額の40％以上 200 

提案予定額の30％以上40％未満 100 

提案予定額の20％以上30％未満 50 

提案予定額の10％以上20％未満 40 

提案予定額の5％以上10％未満 30 

提案予定額の1％以上5％未満 20 

小計 370点 

※1：設計企業、建設企業が複数の場合は、主たる企業1者の実績に基づいて評価する。 
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※2、3：設計企業、建設企業の技術者の同種業務は次に該当するものとする。(共同企業体としての実績は、出

資比率が20％以上の構成員としての実績に限る。) 

   平成18年度以降に完了したもので延べ面積2,700㎡以上の屋内体育施設の新築、改築または増築に関

する設計・施工実績に限る。 

※４：管理技術者とは、設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。 

※５：市内業者とは、市内建設業者、市内設計業者、又は建築、設計以外の業務を行う事業者で本店を牧之原市

内に有する者をいう。 

※6：下請け等協力業者として市内業者との契約を行う予定がある場合、その割合に応じて更に加算するものと

し、200点を上限とする。 

※７：施設引渡し前、市内業者契約予定額に対して契約実績額の確認調査を実施する。確認の結果地域貢献度の

割合が下がった場合、実績値の割合に再計算し、以下の計算式により契約額の減額を行う。 

 

   ○契約金額減額算出方法 

   減額＝｛1－（β/α）｝×C/10 

   C：当初の契約金額（円） 

   α：当初の総合評価点 

   β：実績による再計算した総合評価点 

 

（２）施設整備に関する事項＜表３－２＞ 

評価項目 評価の視点 配点 

(1)取組方針 ①施設整備について「健康」「生涯スポーツ」「市民が集う体育館」「安心安

全な体育館」に関するコンセプトが具体的に示され、優れた点が見られ

る。 

②施設計画コンセプトを踏まえた、全体計画、施設デザイン、諸室配置計

画、環境性、機能性、バリアフリー、防災等に関する対応方針が具体的

に示されているか。 

③市の要求事項及び施設計画コンセプトを確実に実行できる設計・施工体

制を確保し、法令等を遵守した施工がなされる充分な監理、モニタリン

グ体制を構築しているか。 

④工事の安全性を十分に確保し、周辺住民、周辺環境への配慮も十分に行

われる計画となっているか。 

⑤その他特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

30 

(2)施設等のデザイン ①体育館のデザインについて、景観に配慮した優れた点が見られるか。 

②市民に親しまれる明るく開放的な施設空間デザインとなっているか。 

③その他特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

40 

(3)施設全体の計画 ①省資源、省エネルギーの推進等について、優れた点が見られるか。 

②修繕や更新に配慮した仕様・部材の採用、メンテナンススペースや搬入

出ルートの確保等について、優れた点が見られるか。 

③利用者の防犯・セキュリティー対策について、安全確保に優れた点が見

られるか。 

④屋外利用計画について有効的に活用ができる提案がなされているか。 

⑤その他特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

40 

(4)諸室の配置 

 

 

 

 

①各種団体等、利用者の意向を把握し、メインフロア等利用しやすい諸室

の在り方、配置となっているか。 

②市の要求事項を確実に満たす諸室構成、配置であるとともに、利用者の

利便性等において優れた諸室計画であるか。 

③障がい者を含む子供や高齢者の利用を促すよう、健康増進・交流機能等

40 

（例示）  

地元貢献度40％以上（配点200点）→30％（配点100点） 

当初契約金額25億 

当初総合評価点 1,400点 

実績による総合評価点 1,300点 

｛1－(1,300)／(1,400)｝×25億/10＝1,785万円の減額 
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の設備は充実しているか。 

④各諸室間の動線計画が適切に計画されているか。 

⑤多くの市民が多目的なコンセプトで、個人利用・団体利用に柔軟に対応

し、快適性を高めるための工夫が施されているか。 

⑥大会イベント時の混雑を緩和するための工夫は施されているか。 

⑦その他特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

 (5)メインフロア ①遮音・吸音の配慮、騒音や振動の抑制など、多様な催事に備え、他施設・

諸室に不える影響を低減させる機能や設備に優れた点があるか。 

②メインフロアにおける観客席について、多様な催事に備え、観覧しやす

く円滑な移動ができるなど、利用者の快適性、利便性等に配慮した点が

見られるか。 

③メインフロアにおける照明・空調設備の機能、配置について、多様な催

事に備えるとともに、競技への影響を抑制し、競技者及び観客の快適性

に配慮した優れた点が見られるか。 

④想定される競技にふさわしい性能を備えた色調、デザイン、競技のしや

すさに十分配慮した照明や仕上げが施されているか。 

⑤その他特筆すべき点、優れた点があるか。 

60 

(6)その他諸室の施設

計画 

①施設全体において、利用者目線に立ったバリアフリー環境を実現し、障

がい者を含む子どもから高齢者、幅広いスポーツレベルの利用者など、

全ての人に使いやすい安全に利用できる配慮が計画されているか。 

②施設内の動線等、目的とする諸室への移動の分かりやすさなど、案内性

に配慮したユニバーサルデザイン対応についての提案があるか。 

③子育て中の保護者に配慮したトイレ、諸室の在り方などへの配慮がされ

ているか。 

④多目的ルームについて、レイアウトの自由度、設備の充実など利用率の

向上に寄不する優れた点が見られるか。 

⑤その他特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

40 

(7)安全性への配慮 ①利用者の安全確認や防犯上の配慮は十分か。 

②非常時にスムーズに避難できる経路が確保されているか。 

③災害時の避難所としての利用を想定した対策が十分とられているか。 

④その他特質すべき点、優れた点があるか。 

40 

(8)環境への配慮 ①環境負荷の低減を図る取組が提案されているか。 

②建設副産物の適正使用、適正処理やシックハウス対策等エコマテリアル

に配慮した施設計画か。 

③省エネ・創エネ設備を積極的に取り入れているか。 

④その他特質すべき点、優れた点があるか。 

40 

 (9)ランニングコス

ト等への配慮 

①イニシャルコスト、ランニングコスト、ライフサイクルコストの低減に

配慮されているか。 

②安価で高品質な汎用性のある部材等が選定されているか。 

③その他特質すべき点、優れた点があるか。 

60 

(10)維持管理・運営へ

の配慮 

①建設後の維持管理・運営を見越した動線や、電源の設置場所等施設管理

者が管理運営しやすい配慮がされているか。 

②維持管理・運営の仕方について提案がされているか。 

③その他特質すべき点、優れた点があるか。 

100 

小 計 490点 
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（３）施工計画に関する事項＜表３－３＞ 

評価項目 評価の視点 配点 

(1)施工計画における品質確保 ①施工の品質確保に関する具体的な手段・方法・施工管理体制など

が提案されているか。 

②各施工段階における環境負荷低減を図るための工夫が見られる

か。 

③技術提案に対して適切な施工計画や工事価格が設定されている

か。 

40 

(2)工程管理及び工期の遵守 ①近隣施設の行事や地元行事などに配慮し、効率的な工程表が提案

されているか。 

②工期が遵守できる具体的な提案となっているか。 

③工期短縮による最終引渡し時期の前倒し等の提案があるか。 

40 

(3)施工中の近隣住民への配慮

と安全管理 

①工事期間中の騒音、振動、粉じん、臭気、工事車両運行・入場待

機等の近隣住民の生活環境に不える影響を想定し、それに対する

具体的な対策の提案があるか。 

②近隣住民地への工事関係情報の周知や、市への緊密な報告等、円

滑な近隣対策についての提案があるか。 

③施工現場付近の通行者の安全な動線確保、災害・事故防止等の現

場安全管理の向上や、災害・事故発生時の円滑な対応について、

具体的な取り組みの提案があるか。 

40 

小 計 120点 

 

（４）総合性・独創性に関する事項＜表３－４＞ 

評価項目 評価の視点 配点 

(1)独自の提案 ①各提案書に記載される提案内容に整合性があり、また相乗効果を

発揮することで、魅力的な施設としての提案がなされているか。 

②上記項目で特に評価し得る優れた提案があるか。 

③上記項目以外で優れた独自の提案があるか。 

④市の要求事項以上の施設の付加価値を向上させるような提案が

なされているか。 

60 

小 計 60点 

 

＜表4＞管理技術者の経験年数（得点＝配点×評価） 

評価項目 
評価事項 

配点 評価 得点 
経験年数 

管理技術者の経験 23年以上 

4.0 

1.0 4.0 

18年以上23年未満 0.9 3.6 

13年以上18年未満 0.7 2.8 

13年未満 0.6 2.4 

注：経験年数は、当該資格取得日から提案資料提出期限までの期間（1年未満切捨て）で評価する。 

 

＜表5＞管理技術者の同種業務実績 

評価項目 評価事項 配点 得点 

管理技術者の同種業務の

実績 
同種業務の実績1件につき2.0 4.0 同種業務実績数×2.0 

注：「同種業務」とは、過去に管理技術者として従事したものとする。 
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  得点は配点(4点)を上限とする。 

＜表6＞各主任担当技術者の資格・経験（得点＝配点×資格係数×経験係数） 

評価項目 
配

点 

資格評価 経験評価 
得点 

資格評価 係数 経験年数 係数 

各主任

担当技

術者の

資格・

経験 

建築※ 4.0 

資格区分① 1.0 30年以上 1.0 

4.0～1.2 資格区分② 0.75 24年以上30年未満 0.8 

資格区分③ 0.5 24年未満 0.6 

電気 4.0 

資格区分④ 1.0 30年以上 1.0 

4.0～1.2 資格区分⑤ 0.75 24年以上30年未満 0.8 

資格区分⑥ 0.5 24年未満 0.6 

機械 4.0 

資格区分⑦ 1.0 30年以上 1.0 

4.0～1.2 資格区分⑧ 0.75 24年以上30年未満 0.8 

資格区分⑨ 0.5 24年未満 0.6 

注：資格評価の区分は表6－１による(資格なしの場合は0とする。) 

  経験年数は、当該資格取得日から提案資料提出期限までの期間(1年未満切捨て)で評価する。 

 

＜表6－１＞各種資格の資格区分 

部門 資格 区分 

建築 

一級建築士、構造設計一級建築士 ① 

二級建築士、建築積算資格者 ② 

木造建築士、インテリアプランナー ③ 

電気 

一級建築士、建築設備士、技術士 ④ 

二級建築士、一級電気工事施工管理技士、電気主任技術者 ⑤ 

二級電気工事施工管理技士、建築設備検査員、消防設備士 ⑥ 

機械 

一級建築士、建築設備士、技術士 ⑦ 

二級建築士、一級管工事施工管理技士 ⑧ 

二級管工事施工管理技士、建築設備検査員、消防設備士 ⑨ 

 

＜表7＞各主任担当技術者の同種業務の実績 

評価項目 評価事項 配点 得点 

各主任担当技

術者の同種業

務の実績 

建築

※ 
同種業務の実績1件につき2.0点 4.0 同種業務実績数×2.0 

電気 同種業務の実績1件につき2.0点 4.0 同種業務実績数×2.0 

機械 同種業務の実績1件につき2.0点 4.0 同種業務実績数×2.0 

注：得点は配点(4点)を上限とする。 

※建築は意匠、構造に関する業務を同様に扱い、それぞれに配点する。 

 

＜表8＞監理技術者の経験年数（得点＝配点×評価） 

評価項目 評価事項 配点 評価 得点 

経験年数 

監理技術者の経験 

23年以上 

4.0 

1.0 4.0 

18年以上23年未満 0.9 3.6 

13年以上18年未満 0.7 2.8 

13年未満 0.6 2.4 

注：経験年数は、当該資格取得日から提案資料提出期限までの期間(1年未満切捨て)で評価する。 

＜表9＞監理技術者の同種業務の実績 
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評価項目 評価事項 配点 得点 

監理技術者の同種業

務の実績 
同種業務の実績1件につき2.0点 4.0 同種業務の実績数×2.0 

注：「同種業務」とは、過去に監理技術者として従事したものとする。 

  得点は配点(4点)を上限とする。 

 


