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1. 総則 

1.1. 本書の位置づけ 

「徳島市新ホール整備事業事業者選定基準」（以下「選定基準」という。）は、徳島市（以

下「市」という。）が、徳島市新ホール整備事業（以下「本事業」という。）への参加を希望

する民間事業者（以下「応募者」という。）を対象に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。 

本書は、市が本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）に対し期待する内容

を示し、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者、次順位交渉権者を決定するための基

準を示すものである。 

 

1.2. 審査体制 

審査は、外部の学識経験者等から構成する徳島市新ホール整備事業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）を設置して行う。なお、選定委員会の委員は、次の委員により構成され

るものとする。 

 

徳島市新ホール整備事業者選定委員会委員（五十音順） 

大久保 充代 八尾市文化会館 館長 

佐藤 慎也 日本大学理工学部建築学科 教授 

関谷 潔司 兵庫県立芸術文化センター 舞台技術部長 

山中 英生 徳島大学大学院 教授 

吉森 章夫 徳島県音楽協会 会長 

 

本事業の優先交渉権者の決定までの間に、事業者選定に関して、応募者やそれと同一と

判断される団体等が、選定委員会委員に面談を求めたり、応募者の PR 書類等を提出する

ことにより、自己を有利に、又は他の応募者を不利にするように働きかけを行った場合は

失格とする。 
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2. 審査方法 

2.1. 審査方法 

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、施設計画等の提案内

容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。 

選定委員会は、本書に基づいて提案内容の審査を行い、最優秀提案及び次点を選定する。

市は、選定委員会による審査結果を踏まえ、優先交渉権者及び次順位優先交渉権者を決定す

る。市は、優先交渉権者と契約協議を行い、協議が整わない場合は、次順位優先交渉権者と

協議する。 

 

2.2. 審査の手順 

審査は、以下の（1）、（2）の手順で実施する。 

 

(1) 資格審査 

・ 第一次審査として応募資格の有無を確認する。 

 

(2) 提案審査 

・ 第二次審査として応募者からの提案内容を審査する。 

・ 提案審査は「基礎審査」と「総合審査」から構成する。 

・ 「基礎審査」では、提案価格及び提案内容が募集要項等に示す条件を満たしている

か否かを確認する。なお、「基礎審査」の結果について点数化は行わない。 

・ 「総合審査」では、提案内容及び提案価格を本書に示す評価基準に従い点数化し、

その合計点により総合的に評価する。 
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2.3. 選定フロー 

募集要項等の公表から優先交渉権者決定までの流れを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 選定フロー 

 

2.4. 審査結果の公表 

資格審査の結果は、各応募者に個別に通知する。提案審査の結果については各応募者へ個

別に通知するほか、結果の概要、審査講評を市のホームページに公表する。 

募集要項等の公表 

(1)資格審査 

基礎審査 

提案書の提出 

提案内容の評価 

提案価格の評価 

最優秀提案、 

次点の選定 

優先交渉権者、 

次順位優先交渉権者の決定 

第一次審査 

第二次審査 
参加資格を確認できない場合 失格 

失格 

総合審査 

(2)提案審査 

提案価格の上限を超える場合 

募集要項等に示す条件を満たさない場合 
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3. 資格審査 

資格審査では、応募者から提出される資格審査に関する提出書類を基に、応募者が参加資

格を満たしているか否かを確認する。参加資格が確認できない場合は失格とする。本審査に

おける確認内容は下表のとおりとする。 

 

表 1 資格審査における確認内容 

区分 確認内容 対象様式 

応募者の 

構成 

①応募者は、次に掲げる企業で構成されている。 

a.設計企業 

b.工事監理企業 

c.建設企業（２者以上） 

②代表企業、構成企業を明らかにし、いずれの業務を実施するかを明

らかにすること。なお、１者が複数の業務を兼ねて実施することや

業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差

し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面に

おいて関連のある者が建設業務と工事監理業務とを実施すること

はできない。さらに、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面に

おいて関連のある者が建設業務と設計業務（設計業務のうち、意匠

設計部分）とを実施することはできない。 

様式 2-1 

様式 2-2 

全般 

①地方自治法施行令第 167条の 4に掲げる者でないこと。 様式 2-1 

②会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続（以下「更生手続

き又は再生手続」という。）開始の申立てがなされている者等経営

状態が著しく不健全である者でないこと。ただし、更生手続又は再

生手続の開始決定を受けた後、市に競争入札参加資格の再申請を行

っている者を除く。 

様式 2-1 

③２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、更

生手続又は再生手続の開始決定を受けた後、再度、市の競争入札参加

資格を有することとなった者を除く。 

様式 2-1 

④前６箇月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。

ただし、更生手続又は再生手続の開始決定を受けた後、再度、市の競

争入札参加資格を有することとなった者を除く。 

様式 2-1 

⑤債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全

差押又は競売手続きの開始決定がなされている者でないこと。 
様式 2-1 

⑥提案書の提出日から施設整備契約の締結日までの間に、建設業法第 28

条に定める指示又は営業停止を受けている者でないこと。 
様式 2-1 

⑦提案書の提出日から施設整備契約の締結日までの間に、徳島市建設業

者指名停止等措置要綱による指名停止措置を受けている者でないこ

と。 

様式 2-1 
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区分 確認内容 対象様式 

⑧建設業法第 27条の 23第 1項に定める経営事項審査結果通知を受けて

いる者であること。 
様式 2-1 

⑨徳島市暴力団等排除措置要綱による排除措置を受けるものでないこ

と。 
様式 2-1 

⑩徳島県暴力団排除条例（平成 22年徳島県条例第 40号）の規定に違反

する者でないこと。 
様式 2-1 

⑪国税、地方税のいずれも滞納している者でないこと。 

 

様式 2-1 

様式 2-7 

⑫本事業に係るアドバイザリー業務を委託した八千代エンジニヤリン

グ株式会社（同協力事務所として有限会社空間創造研究所及びアンダ

ーソン・毛利・友常法律事務所）と資本関係又は人的関係のある者で

ないこと。 

様式 2-1 

⑬選定委員会の委員が所属する企業又はその企業と資本関係若しくは

人的関係のある者でないこと。 
様式 2-1 

設計企業 

工事監理 

企業 

①平成３０・３１年度徳島市競争入札参加資格者名簿の建築設計に登録

があること。ただし、徳島市競争入札参加資格者名簿の建築設計に登

録されていない場合は、提案書の提出期限の日までに競争入札参加資

格の認定を受けること。 

様式 2-3 

様式 2-4 

様式 2-7 

②建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定に基づく一級建築

士事務所の登録を行っていること。 

様式 2-3 

様式 2-4 

様式 2-7 

③設計企業の代表構成員（設計企業が単体企業の場合はその単体企業）

は、平成１１年以降に業務が完了した、又は令和元年度（平成３１年

度）内に業務が完了予定の観客席数７５０席以上のホール・劇場施設

（会議目的のコンベンション施設等を除く）の新築工事の実施設計実

績があること。 

様式 2-3 

様式 2-7 

④設計企業の代表構成員は、設計業務のうち意匠設計部分を担当する企

業とすること。 

様式 2-1 

様式 2-3 

⑤工事監理企業の代表構成員（工事監理企業が単体企業の場合はその単

体企業）は、平成１１年以降に業務が完了した、又は令和元年度（平

成３１年度）内に業務が完了予定の延床面積３，０００㎡以上の公共

施設の工事監理実績があること。 

様式 2-4 

様式 2-7 

建設企業 

JVの構成 

①特定建設工事共同企業体を結成すること。 様式 2-5 

様式 2-7 

②代表構成員は出資比率が最大である者であること。 様式 2-5 

 

③構成員当たりの出資比率の最小限度基準は、２０％以上であること。 様式 2-5 
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区分 確認内容 対象様式 

建設企業 

代表構成員 

①令和元年度・２年度徳島市競争入札参加資格者名簿の建築一式工事に

ついて登録されていること。 

様式 2-6 

様式 2-7 

②建設業法第 3条第 1項の規定により建築一式工事につき特定建設業の

許可を受けていること。 

様式 2-6 

様式 2-7 

③参加申請時における最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定

値通知書における建築一式工事の総合評定値が１,５００点以上であ

ること。 

様式 2-6 

様式 2-7 

④平成１１年以降に完成、引渡しが完了した、観客席数１,０００席以

上のホール・劇場施設（会議目的のコンベンション施設等を除く）の

新築工事の施工実積があること。(共同企業体の構成員としての実績

は出資比率２０%以上を対象とする。) 

様式 2-6 

様式 2-7 

⑤建設業法に従い適正な技術者を配置でき、契約時に技術者の資格・会

社との雇用関係を示す書類を提出できること。 
様式 2-1 

建設企業 

その他の構

成員 

①令和元年度・２年度徳島市競争入札参加資格者名簿の建築一式工事に

ついて登録されていること。 

様式 2-6 

様式 2-7 

②建設業法第3条第1項の規定により建築一式工事につき特定建設業

の許可を受けていること。 

様式 2-6 

様式 2-7 

③その他の構成員のうち１者以上が、徳島市内に建設業法上の主たる

営業所（本店）を有していること。 

様式 2-5 

様式 2-6 

④最新の徳島市登録業者名簿における建築一式工事の等級が特Ａであ

ること。 

様式 2-6 

様式 2-7 

⑤建設業法に従い適正な技術者を配置でき、契約時に技術者の資格・会

社との雇用関係を示す書類を提出できること。 
様式2-1 
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4. 提案審査 

4.1. 基礎審査 

基礎審査では、提案書について提案価格が募集要項に示す上限額以下であるか否か、また、

提案内容が募集要項等に示す条件を満たしているか否かを確認する。全ての確認項目を満足

できていない応募者は原則として失格とする。 

提案価格が上限額を超える応募者は失格とする。 
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4.2. 総合審査 

(1) 総合審査の方法 

総合審査では提案価格と提案内容の2つの面から評価を行う。 

提案価格の評価点が50点満点、提案内容の評価点が150点満点の合計200点満点で評価する。

また、総合審査の結果が同点となった場合には、提案内容の評価点が高い応募者を最優秀提案

とする。 

なお、選定委員会は、総合審査の過程において各応募者に対しヒアリングを実施する。 

ヒアリングは令和元年10月下旬を予定しているが、詳細については提案書受付後に改めて市

から各応募者に連絡する。 

 

(2) 提案価格の評価 

提案価格の評価点は、50点を配点する。 

提案価格の点数化方法を以下に示す。なお、点数化の際は、小数点第3位を四捨五入し、小数

点第2位までを求める。 

表 2 価格審査の項目及び配点 

審査項目（評価の視点） 配点 点数化方法 

市の負担相当額（円） 50点 

最も低い提案価格を満点とし、他の提案価格については、

次の式にて算定 

【点数＝50×最低提案価格／提案価格】 

 

(3) 提案内容の評価 

提案内容は、次頁「（4）評価項目及び配点」に基づき、下表の採点基準により選定委員会が

点数化する。なお、点数化の際は、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までを求める。 

 

表 3 提案内容の評価における採点基準 

評価 評価内容 採点基準 

A 提案内容が非常に優れている 配点×1.00 

B 提案内容がやや優れている 配点×0.80 

C 提案内容が普通である 配点×0.60 

D 提案内容がやや劣っている 配点×0.40 

E 提案内容が非常に劣っている 配点×0.20 
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(4) 評価項目及び配点 

1) 業務実施計画に関する事項【40点】 

項目 評価の視点 配点 
主たる 

対象様式 

1 実施体制 

①基本設計～施工までの事業期間中、意思決定者、設計、
施工、工事監理者の役割分担などが明確に示され、企
業間での円滑な協力体制やチェック体制など、確実か
つ円滑に実施できる体制が構築されている。 

②同種・類似施設の業務実績を有する担当者（設計管理
技術者、施工監理技術者、工事監理者）が配置され、
円滑な実施が期待できる。 

③建築音響設計や舞台機構、設備等における協力企業等、
専門的な見解を取り入れられる体制が構築されてい
る。 

④優れたホールの実績や受賞歴がある企業等による体制
が構築されている。 

⑤その他、優れた提案が含まれている。 

10 様式 3-2 

2 
事業工程 

計画 

①安全かつ確実な設計・施工工程の計画や配慮がなされ
ている。 

②早期の開館に向けた工期短縮を見込むことができる具
体的な提案がなされている。 

③その他、優れた提案が含まれている。 

5 
様式 3-3 

様式 5-13 

3 
設計業務の

実施方針 

①具体的な設計業務の進め方について、要求水準を満足
する設計品質の確保に向け、事業者のチェック方法、
発注者や舞台関係者等への確認方法、発注者等の事業
に対する要望に柔軟に対応できる体制や方法などにつ
いて具体的な提案がなされている。 

②想定されるホール利用者のニーズを反映するための工
夫について具体的な提案がされている。 

③その他、優れた提案が含まれている。 

10 様式 3-4 

4 施工計画 

①安全かつ確実な施工計画が提案されている。特に地下
及び杭の解体について、周囲に支障の出ないよう効果
的かつ具体的な提案がなされている。また、既存杭を
一部残置する場合は、有用性の客観的な検証について
具体的な考え方が示されている。 

②工事期間中の騒音・振動等周辺環境への配慮や周辺交
通や通行者の安全確保等について具体的な方法が提案
されている。 

③品質の確保について、具体的な管理体制や計画が提案
されている。 

④その他、優れた提案が含まれている。 

10 
様式 3-5 

様式 5-12 

5 
地域経済 

への配慮 

①共同企業体の構成員として複数の市内企業が参加して
いることや、各業務における下請け企業として、市内
企業を積極的に活用するなどの配慮がなされている。 

②市内から積極的に資機材や備品、消耗品等を調達、ス
タッフを雇用するなどの配慮がなされている。 

③県産材利用が具体的に計画されている。 

④その他、優れた提案が含まれている。 

5 様式 3-6 

小計 40  
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2) 施設計画に関する事項【110点】 

項目 評価の視点 配点 
主たる 

対象様式 

1 
施設 

コンセプト 

①本事業の目的、地域特性を十分に理解し、にぎわい創
出・活性化につながる特色のある施設の提案がなされ
ている。 

②本施設の基本理念、施設の使命（ミッション）を理解
し、本施設のコンセプトが明確に提案されている。 

③周辺環境・景観に配慮し、徳島市の顔として優れた外
観デザインの提案がなされている。 

④その他，優れた提案が含まれている。 

 

15 
様式 4-2 

様式 5 

2 

施設配置・ 

外部動線計

画 

①事業対象地と周辺地域との関係を踏まえて、にぎわい
創出につながる活発な利用が図られる合理的かつ魅力
的な土地利用（ゾーニング）及び施設配置となってい
る。 

②徳島駅や駐車場などからの施設利用者の利便性を考慮
した動線計画等について具体的で優れた提案がある。 

③大型の搬入車両がスムーズに進入できる計画となって
おり、観客などの利用者動線と出演者や大道具等の搬
入動線など動線に十分配慮した計画となっている。 

④内部空間のにぎわいが感じられる工夫や市民が気軽に
利用できる空間などが提案されている。 

⑤周辺住民のプライバシー、騒音や排気等への配慮など、
周辺地域に配慮した優れた提案がある。 

⑥その他、優れた提案が含まれている。 

 

15 
様式 4-3 

様式 5 

3 

諸室配置・ 

内部動線計

画 

①観客、演者、運営者などの動線がわかりやすく、また
交錯しないよう、各室の機能に応じて合理的に諸室が
配置され、快適な空間について優れた提案がなされて
いる。 

②各諸室機能の特性や使用形態を踏まえ、適切な位置や
大きさで配置されているとともに、合理的かつ魅力的
な室内レイアウト、仕様となっている。 

③大ホール舞台、搬入口、関連諸室の配置や機能、動線
が十分に考慮され、大ホールと多目的室（リハーサル
室）の同時使用や有料・無料エリアの明確な区画を想
定した配置・動線計画となっている。 

④その他、優れた提案が含まれている。 

 

20 
様式 4-4 

様式 5 

4 

大ホール 

エリアの 

計画 

①ホールの具体的な利用イメージ(文化団体や興行など
の利用における多様な演目に対応)にもとづく提案が
なされている。 

②どの客席からも舞台の視認性が良く、上質で快適な座
席空間を実現させる具体的な提案と工夫がなされてい
る。 

③ホール全体の建築音響や周囲からの遮音に関して、十
分な性能を持った具体的な提案と工夫がなされてい
る。 

④仕上げの素材や色合い、デザインなどの工夫により、
居心地がよく、市民の誇りとなるような空間が計画さ
れている。 

⑤その他、優れた提案が含まれている。 

15 
様式 4-5 

様式 5 
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5 

大ホール 

エリアの 

舞台機構 

及び設備 

①多様な文化芸術に対応できる十分な広さの舞台や舞台
機構、各種設備について十分考慮され、具体的かつ魅
力的な提案がなされている。 

②将来的な規格の変更等に対応できる計画が提案されて
いる。 

③その他優れた提案が含まれている。 

15 
様式 4-6 

様式 5 

6 

創造支援 

エリア・ 

交流エリア 

の計画 

①多目的室（リハーサル室）の具体的な利用イメージ（大
ホールの舞台を想定したリハーサル、小規模な公演や
創作活動など）にもとづく空間として、建築音響性能
や防音・振動対策、各種舞台機構等について、具体的
かつ魅力的な提案がなされている。 

②会議室及び活動室の具体的な利用イメージ（市民の会
合や練習、創作活動など）にもとづく、利用しやすい
空間や性能を持った具体的な提案がされている。 

③交流（エントランス）ロビーの具体的な利用イメージ
にもとづく魅力的な空間について、具体的な提案がな
されている。 

④その他、優れた提案が含まれている。 

15 
様式 4-7 

様式 5 

7 備品計画 

①施設利用者の快適さや備品の耐久性を考慮した提案と
なっている。 

②施設利用の拡張性、備品の更新性などに優れた適切な
提案がされている。 

③その他、優れた提案が含まれている。 

5 
様式 4-8 

様式 5 

8 

省エネ、 

ユニバーサ

ルデザイン

等 

①再生可能エネルギーや自然採光、自然通風などの有効
利用により省エネや省資源に取り組む提案がされてい
る。 

②施設の長寿命化や維持管理しやすい施設とするなど、
ライフサイクルコスト縮減への配慮について優れた提
案がされている。 

③すべての利用者が安心・安全に利用できるようユニバ
ーサルデザインに配慮された提案となっている。 

④防災性等に配慮した避難設備や動線計画、災害時にお
ける一時避難場所に対応した提案となっている。 

⑤その他、優れた提案が含まれている。 

10 
様式 4-9 

様式 5 

小計 110  

 

 

(5) 総合審査による最優秀提案の選定 

提案内容及び提案価格の評価による得点の和（総合審査の得点）が最も高い提案を最優秀提

案として、2 番目に高い提案を次点として選定する。 

 

5. 優先交渉権者の決定 

市は、選定委員会における最優秀提案及び次点の選定結果をもとに、優先交渉権者及び次順

位優先交渉権者を決定する。 


