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提出書類に不備がある場合 

予定価格を超える

場合

入札参加資格を確認できない 

要求水準を満たさない場合 

第 1 選定事業者の選定方法 
市は、選定事業者を価格及びその他の条件により落札者を決定する総合評価一般競争入札方

式に基づき選定する。 

選定の手順は次に示すとおりである。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 審査の手順 
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第 2 入札書類の審査体制 
学識経験者等の外部委員及び市の職員から構成する木更津市庁舎整備事業に係るＰＦＩ事業

者等審査委員会（以下「審査委員会」という。）が落札者決定基準に基づき入札者から提出され

た入札書類の審査を行い、優秀提案者を選定する。 

審査委員会の委員は次に示すとおりである。 

区分 氏名 役職 

委員長 宮本 和明 東京都市大学 都市生活学部 教授 

副委員長 野本  修 西村あさひ法律事務所 弁護士 

委員 佐藤 直司 ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ太陽 ASG 税理士法人 税理士・公認会計士 

委員 柳澤  要 千葉大学大学院工学研究科 教授 

委員 服部 善郎 副市長 

委員 大野 修治 総務部長 

委員 渡辺 知尚 企画部長 

委員 野村 倉一 財務部長 

 

第 3 審査の手順 

1 第一次審査 

市は、入札参加資格確認申請書により、入札説明書に記載した入札に参加する者の備えるべ

き参加資格要件（以下「参加資格要件」という。）を満たしていることを確認する。満たしてい

ることが確認できない場合は失格とする。確認結果は各応募者の代表企業に通知する。 

 

2 第二次審査 

1）入札書類の確認 

市は入札書類を確認し、様式集に記載した必要書類を満たしていることを確認する。入札書

類に不備がある場合は失格とする。 

 

2）基礎審査 

市は、提案資料に記載された内容が、要求水準書に示す要求水準を満たしていることを確認

する。提案内容が要求水準を満たさない場合は失格とする。 

要求水準を満たしていることが確認されたものの提案資料についてのみ提案書定性審査を行

う。 

 

3）入札価格の確認 

市は、開札後、入札書類に記載された入札価格が予定価格を超えていないことを確認する。

入札価格が予定価格を超える場合は失格とする。 

 

4）提案書定性審査及び提案価格審査 

審査委員会は、提案資料に記載された入札価格以外の内容を「（3）提案書定性審査の得点化

方法」に従い点数化する（性能点）。また、入札価格についても「（4）提案書価格審査の得点化
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方法」に従い点数化する（価格点）。性能点は７０%、価格点は３０%の割合とし、その合計点

数をもって提案における得点とし、総合評点とする。 

 

総合評点        性能点        価格点 

100 点        ７０点        ３０点 

 

 

（1）性能点の審査項目および配点 

性能点の審査項目と項目毎の配点は次のとおりとする。 

評価大項目 配点 

1．事業計画 １１点 

2．設計・建設業務に関する事項 ３９点 

3．維持管理業務に関する事項 １０点 

4．運営業務に関する事項 ５点 

5．付帯事業に関する事項 ５点 

合 計 ７０点 

 

（2）性能点の審査項目の評価ポイント 

性能点の審査項目毎の評価ポイントと配点は次のとおりとする。 

ア 事業計画（１１点） 

加点審査項目 評価ポイント 配点

①事業実施方針 

・本事業実施の背景や目的及び施設の役割等について十分に理解し、

基本理念、基本方針に基づき、より良い市民サービスの提供と効率

的な行政運営を目指す提案がなされているか。 

２ 

②事業実施体制 

・構成員及び協力企業名称が明らかにされ、各々の役割分担及び関係

等（企業間のチームワーク等）について、優れた提案がなされてい

るか。 

・グループ内及び市との意思疎通・連絡体制（定常時、緊急時）・協議

方法について、優れた提案がなされているか。 

・人員体制、責任者等の配置人員、各人員間の役割分担、繁忙期のス

タッフの確保等について、優れた提案がなされているか。 

・スタッフの採用・教育・訓練方法や定着・勤続を促す方策について、

優れた提案がなされているか。 

２ 

③資金調達計画 
・資金調達計画について、具体的で確実性が高く、優れた提案がなさ

れているか。 
１ 

④収支計画 ・適正な採算性を確保し、無理のない長期収支計画となっているか。 １ 

⑤リスク管理 

・本事業における主要な潜在リスクを抽出し、それらのリスクを最小

化するための有効なリスク管理・対応策について優れた提案がなさ

れているか。 

・本事業に効果的と考えられる保険の付保について、優れた提案がな

２ 

＝ ＋ 
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加点審査項目 評価ポイント 配点

されているか。 

・事業の安定性・継続性への方針について優れた提案がなされている

か。 

⑥地域経済・地域

活性化への貢献 

・地域企業等との協力・連携及び人材活用や千葉県産の建築材料の調

達を行う等、本事業を通じての地域経済の活性化について、優れた

提案がなされているか。 

・地域のにぎわいの創出について、優れた提案がなされているか。 

３ 

 

イ 設計・建設業務に関する事項（３９点） 

加点審査項目 評価ポイント 配点

①施設配置計画 

（庁舎、駐車場、

外構等） 

・建築物及び外構施設（駐車場等）の配置計画について、優れた提案が

なされているか。 

・庁舎前広場が、平常時の各種イベントや災害時の支援物資の受け入れ

等、多様な使い方ができる計画となっているか。 

・駐車場から雨に濡れずに庁舎建物にアクセスするための工夫や、車庫

棟へのアクセス性など、効率的な配置計画となっているか。 

３ 

②施設内部動線

計画 

・建物内動線について、来庁者の利用のしやすさ、わかりやすさに配慮

した優れた提案がなされているか。 

・建物内動線について、職員の業務効率性、セキュリティを考慮した優

れた提案がなされているか。 

・閉庁時に想定される機能について考慮された動線計画がなされている

か。 

３ 

③ゾーニング・諸

室配置計画 

・５つのゾーン（市民交流ゾーン、窓口サービスゾーン、災害対策ゾー

ン、事務室ゾーン、市議会ゾーン）のゾーニング計画が明確でわかり

やすいものとなっているか。 

・ゾーン内の各諸室について、諸室間の連携や業務の効率化、利便性の

向上に配慮された諸室配置計画となっているか。 

３ 

④諸室平面計画 

５つのゾーンごとに、諸室の使い方や機能に関する提案を求める。 

・市民交流ゾーンについて、市民交流の場として来庁者にとって親しみ

やすく、にぎわいを創出するための優れた平面計画となっているか。 

・窓口サービスゾーンについて、効率的で利便性に優れた窓口サービス

が運営できるよう、来庁者及び市職員双方にとって快適な平面計画と

なっているか。 

・災害対策ゾーンについて、危機管理の適切な対応と非常時における迅

速な対応をとるためのコンパクトに集約された優れた平面計画となっ

ているか。 

・事務室ゾーンについて、オフィスとしての業務効率性を高める工夫や

将来的なレイアウト変更等のフレキシビリティに配慮した優れた提案

がなされているか。 

・市議会ゾーンについて、落ち着きや重厚さに配慮した意匠計画が施さ

れ、開かれた議会として市民が傍聴しやすい計画とするとともに、多

５ 
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加点審査項目 評価ポイント 配点

目的な利用を図るための機能的な空間構成を確保した優れた平面計画

となっているか。 

⑤施設・設備の機

能性、快適性、メ

ンテナンス性 

・採光、通風、温熱環境等について、施設及び設備の快適性を高める空

間や仕上げとなっているか。 

・施設・設備のメンテナンス性を高める工夫がなされているか。 

２ 

⑥構造計画 

・地震に対する安全性の確保及び機能保持を、庁舎全体において高いレ

ベルで実現できる免震構造が提案されているか。 

・自重、積載荷重、その他の荷重及び地震荷重、風荷重に対して、構造

上十分に安全な計画であり、巨大台風、地震に耐えうるすぐれた構造

計画の提案がなされているか。 

・不同沈下等により建築物に有害な支障を与えることのない基礎形式及

び工法と採用した提案となっているか。 

４ 

⑦環境への配慮 

・ＣＡＳＢＥＥ（建築物総合環境性能評価システム）による評価を行い、

環境性能効率の確保を確認できる提案となっているか。 

・自然エネルギーの利用や、熱負荷低減等、省エネルギーに配慮した計

画となっているか。 

・自然素材や再生材、エコマテリアルの採用等、環境負荷低減に配慮し

た計画となっているか。 

・本市が負担する光熱水費について、事業期間にわたるコスト縮減に配

慮した計画となっているか。 

４ 

⑧ 景 観 へ の 配

慮・デザイン 

・「木更津らしさ」を採り入れた、ランドマークとしての景観を創出し、

庁舎にふさわしい外観計画となっているか。 

・市民交流ゾーンについて、多様な市民活動に対応できる計画であると

ともに、最上階は中の島公園や鳥居崎海浜公園、東京湾への眺望や見

晴らしを考慮した優れたデザイン提案となっているか。 

・その他、地域への景観への配慮について、優れた提案がなされている

か。 

３ 

⑨安全・防災・防

犯計画 

・地震、津波、台風、豪雨等の災害時における、施設の機能維持に関し

て優れた提案がなされているか。 

・災害時における利用者の安全確保・避難計画について優れた提案がな

されているか。 

・災害対策活動拠点機能について優れた提案がなされているか。 

・災害時のライフラインの遮断に対応した計画となっているか。 

・不審者侵入等の防犯や、閉庁時の施設利用等に配慮した計画となって

いるか。 

５ 

⑩ユニバーサル

デザインへの配

慮 

・駐車場から施設内部まで、施設全体を通じて、障がい者にとって、利

用しやすい施設計画となっているか。 

・子どもから健常者、高齢者、障がい者等、誰もが利用しやすい空間、

什器、設備となっているか。 

・子どもから健常者、高齢者、障がい者、外国人等、全ての利用者にと

って分かりやすいサイン計画となっているか。 

４ 
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加点審査項目 評価ポイント 配点

⑪施工計画 

・事業契約締結から施設引渡しまでの具体的な工程表が提示されている

か。 

・建設工事の品質確保について、優れた提案がなされているか。 

・工事期間中における安全確保の措置は適切であるか。 

・工事に伴う周辺への影響（騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通

渋滞等）の低減に関して優れた提案がなされているか。 

３ 

 

ウ 維持管理業務に関する事項（１０点） 

加点審査項目 評価ポイント 配点

①建築物・設備保

守管理業務 

・主要な業務項目について、業務実施方法・内容が明確で、業務の品質

確保・維持・向上策について、優れた提案がなされているか。 

・ＬＣＣの低減に工夫は見られるか。 

４ 

②外構関連管理

業務（駐車場・駐

輪場保守管理、外

構施設管理、植栽

維持管理） 

・主要な業務項目について、業務実施方法・内容が明確で、業務の品質

確保・維持・向上策について、優れた提案がなされているか。 

・ＬＣＣの低減に工夫は見られるか。 １ 

③その他の維持

管理業務 

（清掃、環境衛生

管理、安全管理、

什器・備品保守管

理） 

・主要な業務項目について、業務実施方法・内容が明確で、業務の品質

確保・維持・向上策について、優れた提案がなされているか。 

・ＬＣＣの低減に工夫は見られるか。 
２ 

④修繕・更新業務 

・施設の機能及び性能を確実に維持するための長期修繕計画について、

優れた提案がなされているか。 

・突発的な修繕発生時の対応についての対応方策が考慮されているか。 

・ＬＣＣの低減に工夫は見られるか。 

３ 

 

エ 運営業務に関する事項（５点） 

加点審査項目 評価ポイント 配点

①受付・電話交換

業務 

・主要な業務項目について、業務実施方法・内容が明確で、業務の品質

確保・維持・向上策について、優れた提案がなされているか。 

・来庁者応対や電話応対の接遇について、サービスレベルを向上させる

ための具体的かつ優れた提案がなされているか。 

３ 

②公用車運行管

理業務 

・主要な業務項目について、業務実施方法・内容が明確で、業務の品質

確保・維持・向上策について、優れた提案がなされているか。 
２ 
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オ 付帯事業に関する事項（５点） 

加点審査項目 評価ポイント 配点

①食堂・カフェ運

営業務 

・主要な業務項目について、業務実施方法・内容が明確で、業務の品質

確保・維持・向上策について、優れた提案がなされているか。 

・市民等の利用者の健康に資し、温かみのある魅力的な食事を提供する

提案がなされているか。 

・利用者の低下時における対応策について計画されているか。 

３ 

②売店・自動販売

機運営業務 

・主要な業務項目について、業務実施方法・内容が明確で、業務の品質

確保・維持・向上策について、優れた提案がなされているか。 

・木更津市の特産品（木更津ブランド）に関連する商品を陳列、販売す

る提案がなされているか。 

・市職員や市民等の利便に資するとともに、風紀に影響を与えない提案

となっているか。 

１ 

③その他選定事

業者による提案

事業 

・食堂・カフェ、売店、自動販売機以外の店舗等の営業の提案がなされ

ているか。 

・庁舎内の市民交流ゾーン、並びに外構部を利用したイベント等の開催

が提案されているか。 

１ 

 

（3）提案書定性審査の得点化方法 

性能点の審査項目毎の評価ポイントに基づいて提案内容を審査し、個々の臨点は、それぞ

れの審査項目における基準配点に評価区分に応じた配点比率を乗じて算定する。この場合、

個々の評価ポイントについて四捨五入は行わないが、性能点の合計点については、算出した

得点の小数点第 3 位を四捨五入する。 

 

評価 評価区分 配点比率 

Ａ 特に優れている 配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×0.75 

Ｃ 優れている 配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×0.25 

Ｅ 
当該評価項目において要求水準を満たしているも

のの、優れているとは言いがたい 
配点×0.00 

 

（4）提案書価格審査の得点化方法 

入札価格を対象として、次に示す方法に基づき価格点を付与する。 

・ 入札価格の確認の結果、予定価格を超えていないことを確認した全入札者のうち、以

下の式にて算出された現在価値化後の価格（以下、「現在価値換算価格」という。）が

最も低いものを 1 位とし、価格点の満点である 30 点を付与する。 

・他の入札者の価格点は、1 位の現在価値換算価格と当該入札者の現在価値換算価格の比

率により算出する。算出した得点の小数点、第 3 位を四捨五入する。 
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価格点 ＝ ３０点 ×（最低の現在価値換算価格／ 当該入札者の現在価

値換算価格） 

 

 

 

 

 

 

 

（5） 総合評価 

審査委員会は、算定した性能点と価格点の合計（総合評点）が最も高い提案を行った入札

者を優秀提案者として選定する。 

 

 

第 4 落札者の決定 

市は、審査委員会による優秀提案者の選定結果を踏まえて落札者を決定する。ただし、総合

評点、の最も高い提案が同点で複数ある場合には、くじ引きにより落札者を決定する。 

落札者の決定結果は、各入札者の代表企業に通知するほか、結果の概要、審査講評を市のホ

ームページ等で公表する。 

現在価値換算価格＝Σ（各事業年度の市の支払金額）÷（１＋ｒ）t 

ｒ:割引率（2.59%） ｔ：事業年度（平成 25 年度＝1 とする） 


