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1 評価基準書の位置付け 

  本評価基準書は、岸和田市庁舎整備事業設計施工業務公募型プロポーザル実

施要領（以下「実施要領」という。）に定めるもののほか、最優秀提案者を選

定するための評価基準を示すものである。 

 

2 審査の概要 

2.1 審査体制 

最優秀提案者を選定するにあたり、学識経験者及び関係行政機関の職

員で構成する「岸和田市新庁舎設計及び施工事業者選定委員会」（以下

「選定委員会」という。）の審議を経るものとする。 

選定委員会は、提案内容について評価基準書に定める審査基準に基づ

き評価を行い、最優秀提案者を選定する。市は、この結果を踏まえ、本

事業の受注候補者を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、選定委員の審議を円滑に行うため、下記の者をアドバイザーと

し、事務局とともに選定委員会をサポートする。 

・岸和田市庁舎整備事業設計施工業務アドバイザー 

氏名 所属・役職 専門 

小野田 泰明 東北大学大学院 工学研究科 教授 建築計画 

 

2.2 審査方法 

2.2.1 参加資格審査 

参加表明を行った者の参加資格要件（実施要領参照）の有無を事務

局が確認し、適格と認めた応募者について、１次審査への参加を認

める。 

2.2.2 １次審査 

下記審査の合計点の上位 3 者を２次審査参加者として選定する。 

①技術提案審査（書類審査） 

１次技術提案審査に係る提案書（様式 11-1、13）を、「３評価項目・

・岸和田市新庁舎設計及び施工事業者選定委員会 委員 

氏名 所属・役職 専門 

赤松 佳珠子 株式会社シーラカンスアンドアソシエイツトウキョウ 建築家 

川﨑 雅史 京都大学大学院 工学研究科 教授 景観計画 

竹山 聖 株式会社設計組織アモルフ  建築家 

堤 勇二 岸和田市副市長 行政 

仲 隆介 京都工芸繊維大学 デザイン・建築学系 教授 建築計画 

橋爪 紳也 大阪府立大学 社会科学系 教授 都市計画 
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配点等」の基準により、選定委員会の各委員が審査、採点する。 

②その他審査 

「３評価項目・配点等」の基準により、事務局が採点する。 

2.2.3 個別対話 

２次審査参加者の提案内容が、事業費上限額内で要求水準書の内容

を満たす施設計画提案を実現するため、要求水準書の内容の解釈に

関する事項、提案可能範囲等についての確認を行うことを目的に、

事務局及びアドバイザーが、２次審査参加者に対して、個別対話（コ

ンペティティブ・ダイアローグ）を行う。 

2.2.4 ２次審査 

下記審査の合計点が最上位の者を最優秀提案者として選定する。 

①技術提案審査（プレゼンテーション・ヒアリング・書類審査） 

２次技術提案審査に係る提案書（様式 11-2、12、13）を、「３

評価項目・配点等」の基準により、選定委員会の各委員が審査、

採点する。 

②価格審査 

 「３評価項目・配点等」の基準により、事務局が採点する。 

 

2.3 審査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プロポーザル参加表明の受付＞

参加資格の確認 失格

＜１次審査技術提案書の受付＞

技術提案書等の確認 失格

ヒアリング

技術提案審査（書類）

＜２次審査参加上位３者を選定＞

（非公開） 個別対話

＜２次審査技術提案書の受付＞

（公開） プレゼンテーション

ヒアリング

（非公開） 技術提案審査（書類） 失格

業務実績・価格審査（書類）

＜最優秀提案者を者を選定・結果の公表＞

（非公開）

参加資格を

満たさない

要求水準を

明らかに満たさない

【参加資格審査】

【１次審査】

【２次審査】

総合点（１００点満点）

６０点未満

総合点（２００点満点）

１２０点未満

失格
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3 評価項目・配点等 

3.1 評価項目 

１次審査及び２次審査の評価は、【別表：評価事項に対する配点表】の

評価項目に基づき評価する。 

3.2 評価手順 

3.2.1 技術提案審査（１次審査及び２次審査） 

技術提案内容の評価については、提出された技術提案書（２次審査

においては技術提案書に関するプレゼンテーション・ヒアリング審

査を含む）により、選定委員において、【別表：評価事項に対する配

点表】の評価の視点に基づき、総合的に各項目を評価し、以下に示

す評価に該当する点数により採点する。 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 業務実績審査・価格審査（２次審査のみ） 

業務実績及び価格の評価については、【別表：評価事項に対する配

点表】の評価の視点に基づき、事務局が採点する。 

3.2.3 失格の取扱い 

１次審査及び２次審査において、各審査の総合点数が満点の６割に

満たない場合は失格とする。 

3.2.4 総合点数が同点の時の取扱い 

総合点数が同点の時、選定委員会の合議により、１次審査において

は２次審査参加者を、２次審査においては最優秀提案者を選定する。 

 

4 受注候補者の決定 

本市は、選定委員会が選定した最優秀提案者を本業務契約の受注候補者に、

次点の提案者を第 2 位に決定する。 

 

5 参加者が１者の場合の取扱い 

参加者が 1 者のみの場合であっても 2 次審査まで実施し、総合点数が満点

の 6 割以上の場合は、受注候補者として本業務契約締結に向けた交渉を行う。 

評価ランク 判断基準 評価点 

Ａ 極めて良好 配点×1.0 

Ｂ 良好 配点×0.8 

Ｃ 普通 配点×0.6 

Ｄ やや不十分 配点×0.4 

Ｅ 不十分 配点×0.2 
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【別表：評価事項に対する配点表】 

 

【1次審査】

・技術提案審査（選定委員会）

配点 実施要領 評価の視点

・計画コンセプト 40 3(6)②ア

本事業の目的、要求水準を十分に理解して、下記項目の考え方を踏まえた独創性のあるコンセプトを提案している

（a防災拠点としての考え方、b庁舎における機能と効率性の考え方、c周辺環境に配慮した景観形成の考え方、d環境対策の

考え方、e近隣住居への配慮に関する考え方、f本事業に対する参加者の経験や実績の活かし方）

・配置・ゾーニング計画 20 提案された計画コンセプトに基づき、具体的な配置・ゾーニング計画を提案している

・景観・デザイン計画 20 提案された計画コンセプトに基づき、具体的な景観・デザイン計画を提案している

　その他 ・設計者の受賞歴 10 3(6)②　 設計企業（建築家）の設計受賞歴（デザイン性・機能性を両立した新庁舎が期待できる受賞内容）　有り10点、無し０点

90

・その他審査（事務局） 90%

　地域貢献 ・地域経済への貢献（市内業者出資比率） 10 3(4)②ア 市内業者の出資比率が10％以上の場合10点、未満０点

10%

100

100%

【2次審査】

・技術提案審査（選定委員会）

配点 実施要領 評価の視点

・業務実施方針 10 目的を理解し、業務への高い取組意欲、明確な業務実施方針が提案されている

・業務実施体制 10 基本設計から施工まで含めた事業の実施体制及び意思決定者や設計、施工の役割分担ができている

・工程管理 10 デザインビルド方式の利点を活かした工程の提案、実現性のある工期短縮提案、全体の工程管理方法の具体的提案がされている

・配置・ゾーニング計画 20 提案された計画コンセプト（1次審査）に基づき、具体的な配置・ゾーニング計画を提案している

・景観・デザイン計画 20 提案された計画コンセプト（1次審査）に基づき、具体的な景観・デザイン計画を提案している

・構造・設備計画 20 提案された計画コンセプト（1次審査）に基づき、具体的な構造・設備計画を提案している

・ライフサイクルコスト・維持管理計画 20 提案された計画コンセプト（1次審査）に基づき、具体的なライフサイクルコストの低減策・維持管理計画を提案している

・施工計画 10 計画地の特性を考慮した本庁舎及び仮設庁舎の施工計画が提案がされている

・工事期間中の安全対策、騒音対策、利便性の確保 10 現庁舎の利用及び周辺の住環境に配慮した工事期間中の安全管理や騒音対策、利便性確保に対して具体的な提案がされている

・施設計画（導入機能・性能） 40

基本計画の基本方針に沿って、下記項目に関する具体的な導入機能・性能の提案がされいる

（窓口機能、執務機能、議会機能、セキュリティ機能、防災機能、ユニバーサルデザイン、環境への配慮、歴史・文化・景観

への配慮、市民交流・情報発信）

・市民への情報公開 10 設計および施工中の情報公開の範囲・方法が具体的に提案されている

180

・価格審査（事務局） 90%

・概算工事費 15 3(8)②カ 価格点＝配点×（全参加者の最低価格／当該参加者の提案価格）※少数第１位を四捨五入

・概算工事費の妥当性 5 3(8)②エ 概算工事費が妥当と判断できる5点、妥当と判断できない0点

20

10%

200

100%

合計点数

　価格

合計点数

2次審査合計点数

　施設計画 3(8)②イ

　施工　 3(8)②ウ

　その他

　（独自提案）
3(8)②オ

　業務計画 3(8)②ア

１次審査合計点数

評価項目

　施設計画

3(6)②イ

合計点数

評価項目


