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第１ 事業者選定基準の位置付け 

「（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業 事業者選定基準」（以下「本選定基準」という。）

は、美濃加茂市（以下「市」という。）が、（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業（以下

「本事業」という。）の事業者募集・選定を行うに際し、本事業に応募しようとする民間事業者

（以下「応募者」という。）に対して公表するものであり、「募集要項」と一体のものとして位

置付けられるものである。 

本選定基準は、優先交渉権者を決定するための方法及び評価基準等を示し、応募者の行う提

案に具体的な指針を与えるものである。 
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第２ 審査方法 

 審査方法 1.

応募者から提出された提案書に対し、資格要件、要求水準への適合、各業務等に対する

提案及び価格に関する提案を総合的に評価することにより審査を行う。 

 

 審査手順 2.

審査は、以下の手順で実施する。 

資格審査 （1）

・応募資格の有無を確認する。 

１次審査（書類審査） （2）

・提案書等について審査基準に従って審査を実施する。 

・１次審査は、応募者が５者を超えた場合のみ実施する 

２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） （3）

・プレゼンテーション及びヒアリングを行い、審査基準に従って審査を実施する。 

 

 審査体制 3.

審査は、学識経験者等の外部委員及び市の職員から構成する「美濃加茂市新保育園整備

事業プロポーザル方式審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置して行う。 

 

委員氏名（敬称略） 所属等 

木村 美知代 元東海学園大学教育学部教育学科教授 

ダーリンプル 規子 中部学院大学短期大学部幼児教育学科教授 

東山 多賀子 元公立保育園長 

山田 尚樹 美濃加茂市市民協働部長 

藤井 宗裕 美濃加茂市健康福祉部長 

可児 雅之 美濃加茂市産業振興部長 

西田 恒夫 美濃加茂市建設水道部長 

佐藤 文彦 美濃加茂市総務部長 

渡邊 久司 美濃加茂市経営企画部長 
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第３ 審査フロー 

 

審査フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加表明書の受付 

資格審査 

１次審査（書類審査） 

提案書の受付 

２次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

※資格なしとされたものは失格とする 

※１次審査は、応募者が５者を超えた場合のみ 
実施する。 

※審査基準に基づき提案書等について審査を実施し、 
合計得点の上位５者を選考する。 

優先交渉権者（最優先候補者）の決定 



4 

第４ 資格審査 

市は、本事業に関する参加表明書及び、参加資格を満たすことを証明する書類から募集要項

に記載した応募者が満たすべき資格要件について確認し、その確認の結果を代表企業に対して

通知する。資格要件を満たしていないと確認した場合は、失格とする。  

 

第５ １次審査（書類審査） 

１次審査は、応募者が５者を超えた場合のみ実施する。 

審査委員会は、応募者に対して、審査基準に基づき提案書等について審査を実施し、合計得

点の上位５者を選考する。ただし、最低基準点に達する者が５者に満たないときは、５者に満

たない応募者を選考する。なお、１次審査の最低基準点は満点の 70％とする。 

※市は、１次審査終了後、全応募者に対し書面で審査結果を速やかに通知する。 

※市は、１次審査の点数を１次審査の通過／非通過の決定のみに利用し、２次審査において

は利用しない。 

 

第６ ２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

１次審査を通過した者を対象に、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。開始時間及び

場所は、１次審査通過者に別途通知する。 

なお、応募者の提案価格が上限を超えている場合、募集要項等に記載された要件を満たして

いない場合、提案書等に不備がある場合等に失格とすることがある。 

 

出席者 本事業の責任者を含む 5 名まで 

持ち時間 プレゼンテーション 20 分以内 

ヒアリング 20 分程度 

その他（入退室、機材設置等） 10 分程度 

プレゼンテーション 提出した提案書に沿って説明を行うこと 

審査の順番 「提案書」の受付順 

その他 ・市は、２次審査において追加資料は受理しない。 

・応募者は、提案書の内容を説明するために必要な場合

は、パソコン、プロジェクター、スクリーン等を使用

することができる。これらを使用する場合は事前にそ

の旨を市へ連絡すること。市は、スクリーン及び電源

コンセントは用意するが、それ以外に必要な機材（Ｐ

Ｃ、プロジェクター、ポインター、ケーブル等）は応

募者が準備すること。 
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第７ 優先交渉権者（最優先候補者）の決定 

審査委員会は、プレゼンテーション及びヒアリングにおいて審査基準に従って審査を実施し、

２次審査の最低基準点に達した者の中から、合計得点の最も高い者を優先交渉権者（最優先候

補者）、２番目に高い者を次点者に選考する。２次審査の最低基準点は満点の 70％とする。 

なお、１次審査及び２次審査において、各応募者の点数は、各審査委員が採点した合計点数

（100 点満点）の全審査委員の合計とする。ただし、応募者ごとの評価点数のうち最高点数と

最低点数を除いた上で合計点を算出するものとする。なお、最高点数又は最低点数が複数存在

する場合でも、削除するのは最高点数１つ、最低点数１つのみとする。 

 

例：審査委員５名、応募者５社の場合 

 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 

審査委員１  92 77 85 74 98 

審査委員２  92 64 56 92 56 

審査委員３  84 90 59 75 85 

審査委員４  73 94 89 68 92 

審査委員５  66 91 79 80 78 

合計  249/300 258/300 223/300 229/300 255/300 

  優先交渉権者 

(最優先候補者) 

  次点者 

 

審査の結果、優先交渉権者（最優先候補者）又は次点者が複数ある場合は、同点の者を比較

して技術力評価の高い順に順位をつける。技術力評価も同点の場合は実施体制評価の高い順、

実施体制評価も同点の場合はコスト評価の高い順に順位をつける（同点の場合の比較は、最高

点数又は最低点数の削除は行わずに集計した上で比較する。）。 

市は、２次審査結果（応募者名及び点数を含む。）を全応募者に書面で通知する。また、市の

ホームページでも公表する。 
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第８ 審査基準 

１次審査及び２次審査における評価項目及び配点は、次のとおりとする。 

評価項目 

配点 

1 次 

審査 

２次 

審査 

①実施体制評価 

1-1 ●実施方針及び実施体制 

・実施方針の的確性、実現性、独創性等が優れて

いる。 

・業務遂行のための専門性や経験を有する適切な

人員配置及び役割分担を整えている。 

・市への連絡・調整・報告が速やかに行える体制

が整えられている。 

・市内業者への配慮がなされている。 

15 5 

1-2 ●全体工程表 

・本業務の作業スケジュール、手順等が妥当であ

る。 

15 5 

②技術力 

評価 

建築設計・ 

道路設計 

業務に係る 

提案 

2-1 ●施設計画 

・乳幼児、保護者、職員にとって、利用しやすい

計画となっている。 

・周辺環境や景観との調和を図るとともに、市民

に親しまれる外観デザインとなっている。 

・周辺環境（住宅等）への配慮がされている。 

・その他、優れた提案が含まれている。 

10 15 

2-2 ●配置・空間計画 

・事業用地が有効的に活用されている。 

・効率性・機能性の高い諸室等の配置・動線計画

となっている。 

・その他、優れた提案が含まれている。 

10 15 

2-3 ●諸室・外構計画 

・快適な室内環境を実現するため、利便性の高い

諸室とするための工夫がされている。 

・保育エリア、交流エリアにおける具体的な利用

イメージが提案されている。 

・バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮

されている。 

・その他、優れた提案が含まれている。 

10 15 

2-4 ●設備・備品計画 

・利便性、メンテナンス性等を備えた適切な設

備・備品が提案されている。 

・その他、優れた提案が含まれている。 

5 10 

2-5 ●保守管理及び防災・防犯性等の工夫 

・保守管理やメンテナンス性を向上する工夫がさ

れている。 

・防災性・防犯性等に配慮されている。 

・その他、優れた提案が含まれている。 

5 5 
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②技術力 

評価 

工事監理、 

解体・撤去、 

建設業務に 

係る提案 

3-1 ●施工計画 

・工事期間中の騒音・振動等、近隣住民、周辺施

設への生活環境への配慮について具体的な方

法が提案されている。 

・建設時における品質確保について具体的な方法

が提案されている。 

・その他、優れた提案が含まれている。 

5 10 

保守管理業務 

に係る提案 

4-1 ●保守管理計画 

・新保育園の性能を適切に維持するための具体的

な業務内容が提案されている。 

・その他、優れた提案が含まれている。 

5 10 

③コスト評価 5-1 ●コスト評価（見積価格） 20 10 

合計   100 100 

※③コスト評価点の算出方法：見積価格が最低である者を１位として満点（１次は 20 点、 

２次は 10 点）を付与する。他の者の得点は下の計算式で算出する（少数点以下は切捨て）。

コスト評価点は機械的に算出されるため、審査委員に関わらず応募者ごとに同一点数とな

る。 

 

 

 

 

第９ 事業契約の締結 

市は、最初に優先交渉権者（最優先候補者）と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が

不調のときは、次点者と契約締結の交渉を行う。 

契約締結の交渉に先立ち、市は優先交渉権者（最優先候補者）と令和 2 年 3 月中旬に募集要

項等及び提案書に基づき基本協定を締結する。契約締結の交渉後、同年 4 月中旬に仮契約を締

結し、市議会においてその契約の議決を得た後、本契約を締結する予定としている。 

なお、契約書は、募集要項等及び提案書に基づいて決定するものとする。 

 

 

 

最低見積価格 
コスト評価点＝――――――――――――― ×満点（1 次は 20 点、2 次は 10 点） 

当該見積価格 


