
≪評価基準（案） 第 1 回選定員会からの変更箇所一覧≫                  資料 2-2 第 2 回岸和田市新庁舎設計及び施工事業者選定委員会 

新 旧 項目 委員指摘事項 対応 

p.1 p.1 2.1  審査過程の非公開（プレゼン除く）、審査結果に対する異議申立てを認めない旨を追記 

p.1 p.1 2.1  委員の役職名を修正（実施要領と同じに） 

p.1 p.1 2.2.2①  一次技術提案の審査方法を具体的に追記 

「・・・審査し、各委員が採点した合計点数の平均（小数点第１位以下を四捨五入する）

を技術提案審査の評価点とする。」 

p.2  2.2.2③  二次審査参加者の選定方法を追記。 

（一次審査の「①技術提案審査結果」に「②その他審査結果」を加えた合計点数） 

p.2 p.2 2.2.4①  ①技術提案書を審査⇒提案書類、プレゼンテーション及びヒアリング内容を審査 

②二次技術提案の審査方法を具体的に追記 

「・・・審査し、各委員が採点した合計点数の平均（小数点第１位以下を四捨五入する）

を技術提案審査の評価点とする。」 

p.2  2.2.4③  ①最優秀提案者の選定方法を追記 

②選定方法を 1 次結果+2 次結果の合計点数に変更 

（二次審査の「①技術提案審査結果」に「②その他審査結果」を加えた合計点数に一次審

査結果の合計点数を加えた総合点数により提案者の順位を決定し…） 

p.2 p.2 2.3  二次審査での失格を、二次審査の合計点数の 6 割未満（200 満点中 120 点未満）⇒一次と

二次の合計点数の 6 割未満（300 満点中 180 点未満）失格に変更 

p.4 p.4 別表 1次  「計画コンセプト」配点 40 点⇒35 点（a～g 各 5 点のイメージ）、評価の視点に「新しい

働き方及び知的生産性を高める執務空間の考え方」を追加 

p.4 p.4 別表 1次  「設計者の受賞歴」を有る無しで評価するのではなく、受賞内容を評価に変更 

p.4 p.4 別表 1次  「地域経済の貢献」配点 10 点⇒15 点 

p.4 p.4 別表 2次  その他（独自提案）にあった「施設（導入・機能）」を施設計画の項目へ移動。 

配点 40 点⇒20 点（各施設計画の配点に合わせる） 

p.4 p.4 別表 2次 市民への情報公開は市が実施すべきことで審

査対象ではない 

その他（独自提案）にあった「市民への情報公開」は削除 

p.4 p.4 別表 2次  「その他（独自提案）」を独自提案だけにし、配点 30 点 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 35 3(7)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新しい働き方及び知的生産性を高める執務空間の考え方、d

周辺環境に配慮した景観形成の考え方、e環境対策の考え方、f近隣住居への配慮に関する考え方、g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(4)②コ 設計受賞歴が、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である

85

・その他審査（事務局） 85%

　地域貢献 ・地域経済への貢献（市内業者出資比率） 15 3(4)②ア 市内業者の出資比率が10％以上の場合15点、未満０点

15%

100

100%

・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%

評価項目

　施設計画

3(6)②イ

合計点数

１次審査合計点数

評価項目

　施設計画

3(7)②イ

合計点数

１次審査合計点数

（新） 

（旧） 

【一次審査】 



 

 

 

【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

・導入機能・性能 20
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・性能の提案がされている（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）

・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・コスト管理計画 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・コスト管理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

30 3(9)②オ 提案者の強みを活かした独創的かつ効果的で、実現性の高い提案がされている

180

・その他審査（事務局） 90.0%

・概算工事費 15 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 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

10.0%

・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%

　その他

（独自提案）
3(8)②オ

合計点数

　価格

合計点数

　業務計画 3(8)②ア

　施設計画 3(8)②イ

　施工　 3(8)②ウ

評価項目

　独自提案

合計点数

　価格 3(9)②カ

合計点数

　業務計画 3(9)②ア

　施設計画 3(9)②イ

　施工　
3(9)②ウ

3(9)②エ

評価項目

（新） 

（旧） 

【二次審査】 


