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「玉野市消防署所再編整備事業者選定委員会」は、「玉野市消防署所再編整備事業」に関し、

優先交渉権者選定基準（令和元年１０月３１日公表）に基づき、提案内容等の審査を行い、最

優秀提案者を決定しましたので、審査の結果及び審査の講評をここに公表いたします。

令和元年１２月１９日

玉野市消防署所再編整備事業者選定委員会

委員長 上田 恭嗣

副委員長 出口 弘徳

委員 藤田 尚徳

委員 中根 正雄

委員 山上 誠二

委員 松岡 秀樹
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１ 選定委員会の構成

審査は、学識経験者等で構成する「玉野市消防署所再編整備事業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）」において、優先交渉権者選定基準に基づき実施しました。

選定委員は次の６名により構成されました。（敬称略）

委員長 上田 恭嗣 （ノートルダム清心女子大学特任教授）

副委員長 出口 弘徳 （岡山県消防学校教頭）

委員 藤田 尚徳 （玉野地区防火協会会長）

委員 中根 正雄 （玉野市消防団団長）

委員 山上 誠二 （玉野市副市長）

委員 松岡 秀樹 （玉野市消防長）

２ 選定委員会の審査経緯

（１）審査経緯

選定委員会は、下記日程で開催しました。開催日と主な議題を以下にまとめます。

日程 主な議題

令和元年１２月１９日

・委員長及び副委員長の選出

・提案者プレゼンテーション（１グループ）

・質疑応答（１グループ）

・最優秀提案者の選定について

・審査講評について
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（２）審査方法

審査の方法は、「参加資格確認申請書」及び「事業提案書」の内容を事務局及び選定委員

会が審査し、その審査結果を踏まえ、玉野市（以下「市」という。）が優先交渉権者を決定

します。

審査は、参加資格確認申請書に基づき応募者の資格、実績等の事業遂行能力を評価する

「資格審査」と、応募者の事業提案書による事業提案内容等を審査する「提案書審査」を

実施しました。

図１ 募集要項等の公表から優先交渉権者の決定までの流れ

募集要項等の公表

参加資格要件の確認

参加資格確認申請書の受付

失格
参加資格要件を満たしていない場合

基礎審査

内容審査

失格
要求水準書等を満たしていない場合

事業提案書の受付

最優秀提案者の選定

優先交渉権者の決定

資格審査

提案書審査
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３ 提案書審査

資格審査を通過した提案者から提出された提案書類について、選定委員会はあらかじめ公表

した優先交渉権者選定基準に従い、提案書審査を行いました。

（１）基礎審査

①提案金額に関する審査

提案者の提案価格が事業限度額の範囲内であることを確認しました。

②基本的要件に関する審査

提案者の提案書類が、すべて募集要項等に記載する要求水準等の必要事項を満たしてい

ることを確認しました。

（２）内容審査

①評価区分と配点

内容審査においては、事業提案書に記載された内容について、次に示す「表１ 内容審

査の評価区分と配点」に従って評価し、得点化します。

表１ 内容審査の評価区分と配点

②評価項目ごとの得点化方法

内容審査では、評価項目ごとに提案内容を評価し、得点を算定します。得点は全委員の点

数の平均値とし、小数点以下第３位を四捨五入します。

ア 事業提案項目の得点化方法

事業提案項目の得点については、次に示す「表２ 配点と優、良、可、不可の関係」に

従って評価します。

評価区分 配点

実績評価項目

設計業務に関する事項 ５点

建設業務に関する事項 ５点

工事監理業務に関する事項 ５点

事業提案項目

事業実施体制等に関する事項 ２４点

設計業務に関する事項 ３５点

建設業務に関する事項 １５点

加点項目に関する事項 ６点

事業費項目 提案金額に関する事項 ５点

合 計 １００点
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表２ 配点と優、良、可、不可の関係

イ 提案金額に基づく評価

提案金額に基づく評価については、下記の算定式により得点化します。

（３）審査結果

①提案審査

実績評価項目

事業提案項目

大分類 小分類 配点 提案者１

（１）設計業務
①管理技術者（１級建築士）の実績

（平成２０年度以降）
５ １．００

（２）建設業務
①監理技術者（資格者）の実績

（平成２０年度以降）
５ ０．００

（３）工事監理業務
②工事監理者（１級建築士）の実績

（平成２０年度以降）
５ １．００

合計 １５ ２．００

大分類 中分類 小分類 配点 提案者１

（１）

事業実施体

制等に関す

る事項

①業務全体の

実施方法

ア.構成員、下請企業等の役割分担、市とのコ

ミュニケーション方法
７ ５．１７

イ.建設業務における業務遂行体制及びその

特徴
７ ５．１７

ウ.全体工程管理 ５ ４．１７

配点
評 価

不可 可 良 優

１０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

７ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

６ １ ２ ３ ４ ５ ６

５ １ ２ ３ ４ ５

優：独自の提案であり、その効果に非常に大きな期待ができる。

良：十分な提案がなされており、その効果に大きな期待ができる。

可：一応の提案がなされており、その効果が期待できる。

不可：提案がなされていない又は提案の効果が期待できない。

提案金額の得点＝(応募者中の最低提案金額)÷(当該応募者の提案金額)×５点

※小数点以下第３位を四捨五入とする。
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事業費項目

②総合評価

※本募集事業においては、デザインビルド方式を採用しており、事前に提示した要求水準書を

満たしてることを前提とした募集であることから、総合評価点の採点基準は満点１００点の

５割以上としています。

②地域経済へ

の貢献
ア.地域経済・社会への貢献に関する提案 ５ ３．３３

（２）

設計業務

①施設計画 ア.消防施設に期待する事項に関する提案 １０ ７．１７

イ.地域防災力の向上に関する提案 ５ ３．８３

ウ.職場環境の向上に関する提案 ５ ４．００

②防災拠点 ア.消防庁舎機能の事業継続性と地域防災拠

点に関する提案
１０ ７．８３

③ライフサイ

クルコスト
ア.ライフサイクルコストの低減への提案 ５ ４．００

（３）

建設業務

①施工中の対

策

ア.品質管理及び施工精度 ５ ３．８３

イ.建設工事における安全対策、騒音対策 ５ ４．１７

②完成後の設

備機器の調整
ア.完成後の設備機器の調整 ５ ３．８３

（４）

加点項目
①加点項目 ア.加点項目 ６ ４．６７

合計 ８０ ６１．１７

項目 配点 提案者１

提案金額 ― １，５１３，６００千円

応募者中の最低提案金額 ― １，５１３，６００千円

得点 ５ ５.００

項目 配点 提案者１

合計 １００ ６８．１７

(内訳)

実績評価項目 １５ ２．００

事業提案項目 ８０ ６１．１７

事業費項目 ５ ５．００

最優秀提案者 ○／－ ○
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４ 審査の講評

（１）各項目の具体的評価内容

審査項目ごとの講評は以下のとおりです。

項目１ 実績評価

・想定していたよりも実績評価の点が低いと感じるが、採点基準が公共施設の建設実績を求め

たためであり、工事に当たって有資格者を適切に配置するなど、法定基準を満たしているの

であればやむを得ないと思うので、今後の協議を十分に行っていただきたい。

項目２ 事業提案項目

（１）事業実施体制等に関する事項

①人員体制

・ＤＢＯ方式の実施でメンテナンスまで意識していることは評価できる。プロジェクトマネ

ジメントチームを結成し、市や企業間のコミュニケーションを図ることができている提案

である。

・人員が確保できるか、明確な回答ではなかったが、事業を確実に進めていただきたい。

・東西分署の現場にも消防庁舎・防災センターと同様に技術員を 1名ずつ追加できればさら

に良い。

・タイトなスケジュールの中、工期短縮の工夫が図られている。

・工期が短いので大変だと思うが、適正な工事を行っていただきたい。

・現在の消防庁舎は課題が多く、懸念事項もあるため、確実に事業を進めていただきたい。

②地域経済への貢献

・市内業者への貢献に対する提案が少なかったが、財源が税金であることを踏まえて、市内

企業への発注を積極的に図っていただきたい。

（２）設計業務

①施設計画

・本事業により車両及び職員の出動動線の見直しが図れるなど、現在の庁舎より良くなると

思う。消防団にとっても使い勝手が良く、市民も誇れる施設にしていただきたい。

・提案内容では、消防本署事務室から 1階出動準備室への動線が長いので、階段の配置を検

討する必要があると感じた。

・提案内容では消防庁舎・防災センターの階段について、屋内屋外それぞれ 1箇所となって

いるが、屋外階段を屋内階段に変更することができないか、検討していただきたい。

・消防庁舎の一階出動出入口扉は、出動しやすい仕様とするよう検討していただきたい。

・一般の方の動線と出動動線が交差しないよう、事務局とよく検討していただきたい。

・消防庁舎の事業用地となる深山公園は、将来的に、国道３０号に直接出動できる車両動線

が整備できるよう本事業実施時において配慮していただきたい。

・消防職員、消防団員が訓練しやすい提案がなされている。補助塔（訓練塔）は必要である

と考える。浸透性アスファルト舗装としている点は良い。

・防音について配慮が見られる。

②防災拠点

・構造の耐久性、大規模災害時のインフラ整備について考えられている。
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③ライフサイクルコスト

・ＬＥＤや太陽光の活用によるコスト削減について考えられている。

（３）建設業務

①施工中の対策

・品質管理や施工精度を意識されている。

・公園への安全も配慮されている。

項目３ 事業費項目

・建設物価の高騰が続いているため、今後も物価の上昇に注意して進めていただきたい。

（２）事業実施にあたっての要望等

・分署の意匠について、もう少し赤色を入れて、消防署であることをアピールすることも重要で

はないか。建物がシンプルなので、市民から愛されるデザインや配色にしていただきたい。

・事業用地においては、さまざまな人が行き来する場所であるため、防犯対策等についても配慮

していただきたい。

・災害に強い設備及びそれを支えることができる燃料を使用するよう考慮していただきたい。

・質疑に対して全体的に的確な回答ができていた。

以 上


