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  選定委員会 

1 選定委員会設置目的 

市では、阿波おどりや人形浄瑠璃に代表される伝統芸能をはじめ、音楽、舞踊、演劇等、多

彩な舞台芸術の分野において、市民や文化団体等が主体となって創作活動、普及活動を展開し、

優れた文化芸術に触れる機会の提供や徳島らしい文化の創造、さらに、文化を通じた交流活動

が行われている。また、市の文化芸術の拠点として、多くの市民に親しまれてきた徳島市立文

化センター（以下「文化センター」という。）は、徳島県内でも数少ない集客性を持った公共ホ

ールとして、約半世紀の間、市の文化振興において重要な役割を担ってきた。 

こうした中、施設の老朽化や、多様化する施設利用者のニーズに対応するための機能が十分

でなく、市民や文化団体からの強い要望もあり、文化センターに代わる新しい施設として、規

模や機能を充実させた新ホール整備の検討を行ってきた。 

その後、耐震性の問題により、平成 27 年度から文化センターの利用が中止になり、市内に

1,000 席以上の客席規模の公共ホールがない状況が続いており、早急な対応が求められることか

ら、平成 30 年 12 月に、早期に開館が期待できる「旧文化センター跡地」を建設予定地として、

1,500 席程度の大ホールやリハーサル室を備えた新ホールの整備方針を定め、令和元年 6 月には

「徳島市新ホール整備基本計画」を策定した。 

市は、事業者の選定にあたり、徳島市新ホール整備事業者選定委員会設置要綱に基づき、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、最優秀提案及び次点を選定するものとした。 

 

2 審査体制 

選定委員会の委員は、以下のとおりである。 

 

表 1 選定委員会 委員名簿（五十音順）   （令和元年１０月２５日時点） 

委 員 備 考 

委員長  山中 英生 徳島大学大学院 教授 

委員   大久保 充代 八尾市文化会館 館長 

委員   佐藤 慎也 日本大学理工学部建築学科 教授 

委員   関谷 潔司 兵庫県立芸術文化センター 舞台技術部長 

委員   吉森 章夫 徳島県音楽協会 会長 

 

 

  



2 

 審査方法 

1 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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2 募集の経緯 

応募等の手続きは、以下のとおりである。 

 

表 2 募集の経緯 

項  目 時  期 

募集要項等の公表 令和元年 7 月 1 日（月） 

直接対話 令和元年 7 月 16 日（火）・17 日（水） 

募集要項等に関する質問の提出期限 令和元年 7 月 22 日（月） 

募集要項等に関する質問の回答公表 令和元年 8 月 9 日（金） 

提案書の受付締め切り 令和元年 9 月 25 日（水） 

応募者プレゼンテーション 

最優秀提案、次点の選定 
令和元年 10 月 25 日（金） 

 

 

3 選定委員会の開催 

選定委員会の開催日及び協議内容は、以下のとおりである。 

 

表 3 選定委員会の開催日及び協議内容 

 開 催 日 協議内容 

第 1 回 令和元年 6 月 19 日（水） 

・事業概要について 

・審査基準について（募集要項、要求水準書等） 

・今後のスケジュールについて 

第 2 回 令和元年 10 月 4 日（金） 

・審査方法案について 

・応募者の提案内容について 

・その他 

第 3 回 令和元年 10 月 25 日（金） 

・事業者プレゼンテーション 

・最優秀提案及び次点の選定 

・審査講評について 

・その他 
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4 応募者 

令和元年 7 月 1 日に募集要項等を公表し、令和元年 9 月 25 日まで企画提案書等を受け付けた

ところ、6 グループから応募があった。 

 

表 4 応募者一覧（応募順） 

応募グループ名 代表企業名 

大成建設グループ 大成建設株式会社 四国支店 

鹿島・久米・姫野 共同企業体 鹿島建設株式会社 四国支店 

西松・梓・北島コーポ 共同企業体 西松建設株式会社 四国支店 

チーム遊山箱 戸田建設株式会社 四国支店 

奥村組グループ 株式会社奥村組 四国支店 

大林組グループ 株式会社大林組 四国支店 
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 審査結果 

1 資格審査 

各応募者が提出した応募資格に関する資料を審査し、応募者のうち、奥村組グループを除く

5 者が募集要項に示した応募者の参加資格要件を満たしていることを確認した。 

 

2 基礎審査 

（1） 提案価格の確認 

各応募者が提出した価格に関する資料を審査し、提案価格の上限以下であることを確認した。 

 

（2） 要求水準への適合確認 

各応募者が提出した提案内容に関する資料を審査し、要求水準を満たすことを確認した。 

 

3 総合審査 

総合審査では、以下のとおり「提案内容の評価」と「提案価格の評価」の 2 つの面から評価

を行った。 

（1） 提案内容の評価 

提案内容の評価は、選定基準に示す「4.2.（4）評価項目及び配点」に基づき、提案内容を専

門的見地から評価し、点数化した。 

採点結果及び各応募者の提案内容の得点は以下のとおりである。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 位までを求めた。 

 

 

表 5 提案内容の評価 

グループ名 

（番号は無作為に付番） 

１）業務実施計画に 

関する事項 

２）施設計画に 

関する事項 

提案内容の 

評価合計 

40点 110点 150点 

グループ① 30.80点 86.40点 117.20点 

グループ② 28.20点 82.40点 110.60点 

グループ③ 28.00点 78.60点 106.60点 

グループ④ 34.20点 93.40点 127.60点 

グループ⑤ 26.40点 68.60点 95.00点 

 

  



6 

 

 

提案内容の評価（詳細版） 

審査項目 評価項目 
配

点 

グループ

① 

グループ

② 

グループ

③ 

グループ

④ 

グループ

⑤ 

業務実施

計画に関

する事項

(40点) 

実施体制 10 8.40 6.80 6.80 8.40 5.60 

事業工程計画 5 3.60 4.40 3.80 4.40 3.20 

設計業務の実施方針 10 7.60 7.60 7.20 8.80 6.80 

施工計画 10 8.00 7.20 6.80 8.40 7.20 

地域経済への配慮 5 3.20 2.20 3.40 4.20 3.60 

小計 40 30.80 28.20 28.00 34.20 26.40 

施設計画

に関する

事項 

(110点) 

施設コンセプト 15 10.20 12.60 8.40 13.80 7.80 

施設配置・外部動線計画 15 12.00 11.40 10.80 13.80 9.00 

諸室配置・内部動線計画 20 15.20 13.60 14.40 16.00 12.00 

大ホールエリアの計画 15 11.40 10.80 10.80 13.80 9.00 

大ホールエリアの舞台機

構及び設備 
15 12.60 12.00 12.00 12.60 10.80 

創造支援エリア・交流エリ

アの計画 
15 12.00 10.80 10.80 11.40 10.20 

備品計画 5 3.80 3.60 3.80 4.00 2.60 

省エネ、ユニバーサルデ

ザイン等 
10 9.20 7.60 7.60 8.00 7.20 

小計 110 86.40 82.40 78.60 93.40 68.60 

提案内容の評価合計(150点) 150 117.20 110.60 106.60 127.60 95.00 
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（2） 提案価格の評価 

提案価格の評価、点数化方法は以下のとおり行った。 

 

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 6 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】 
 

 

 

表 7 提案価格の評価 

グループ名 

（番号は無作為に付番） 
提案価格 得点 

グループ① ８，６９０，０００，０００円 47.91点 

グループ② ９，３４５，６００，０００円 44.55点 

グループ③ ８，４７０，０００，０００円 49.16点 

グループ④ ９，３２８，０００，０００円 44.63点 

グループ⑤ ８，３２７，０００，０００円 50.00点 
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4 総合審査 

「提案内容の評価」及び「提案価格の評価」を踏まえ、総合審査を行った。結果は、以下に示

すとおりである。 

 

表 4 総合審査結果 

グループ名 

（番号は無作為に付番） 

提案内容の評価 提案価格の評価 総合審査の得点 

150点 50点 200点 

グループ① 117.20点 47.91点 165.11点 

グループ② 110.60点 44.55点 155.15点 

グループ③ 106.60点 49.16点 155.76点 

グループ④ 127.60点 44.63点 172.23点 

グループ⑤ 95.00点 50.00点 145.00点 

 

 

以上の結果 

グループ④大成建設グループの提案を「最優秀提案」 

グループ①鹿島・久米・姫野 共同企業体の提案を「次点」とした。 
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 総評 

1 提案内容に関する講評  

各応募者の提案内容に関する講評は、以下に示すとおりである。 

 

（1） 業務実施計画に関する事項 

評価・指摘事項 

・「実施体制」については、各グループともに、豊富なホールの設計、施工の実績を有する担当

者を配置し、各業務の役割分担や業務連携について具体的な提案があった。グループ①は設

計業務管理技術者による一元管理、グループ④は設計管理技術者と現場代理人による統括チ

ームによる一元的な業務推進体制の提案が評価された。 

・「事業工程計画」については、各グループともに、安全かつ確実な設計施工工程について具体的

な提案があった。いずれのグループからも工期短縮の提案があったが、グループ②及びグルー

プ④からは 2 か月を短縮させる提案があった。 

・「設計業務の実施方針」については、各グループともに、具体的な設計の進め方に関する提案

があった。グループ①は会議体やチェック体制について具体的に示された提案が評価された。

利用者ニーズを反映するための工夫として、グループ②及びグループ④からは事業者自らが

主催するワークショップの実施の提案があった。グループ④はワークショップの提案につい

て、開催方法や実施内容等、より具体的であった点が評価された。 

・「施工計画」については、いずれのグループからも工事期間中の周辺環境への配慮や安全確保

に関する具体的な提案があった。グループ①、グループ④及びグループ⑤は JR 近接作業に

関する配慮の提案が評価された。 

・「地域経済への配慮」については、いずれのグループも市内企業への発注に関する提案があっ

た。グループ⑤は市内（県内の可能性含む）企業への発注金額が大きく評価された。グルー

プ④は、市内への発注金額が 2 番目に大きく、さらに雇用に関する具体的な提案が評価され

た。 

 

 

（2） 施設計画に関する事項 

評価・指摘事項 

・「施設コンセプト」については、各グループともに、本事業の目的、地域特性を理解し、にぎ

わい創出・活性化につながる特色ある提案があった。グループ②は歴史文化の継承に配慮し

た提案、グループ④は軒下空間（よりみちひろば）の提案が評価された。 

・「施設配置・外部動線計画」については、各グループともに、限られた敷地内で施設利用者及

び搬入動線、内部空間のにぎわいが感じられる工夫がなされた提案があった。グループ①は

鷲の門広場に面した賑わい空間や移動距離の短い搬入動線が評価された。グループ④は 1 階

に市民のための広い軒下空間、ゆとりのある搬入動線を計画した点が評価された。グループ

⑤は東側に舞台楽屋、搬入口等をまとめているため、管理運営者動線と利用者動線の分離の

点で疑問があった。 
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・「諸室配置・内部動線計画」については、グループ①、グループ②、グループ③、グループ④

は利用者及び大ホール舞台、搬入口、楽屋等の諸室機能に応じた合理的な動線が提案されて

いた。グループ①は搬入口、楽屋、大ホール舞台の動線が合理的に整理されている点、グル

ープ④は多目的ホールを地下 1 階に配置し、1 階と吹き抜けで接続することで、にぎわいを

感じられる工夫をしている点が評価された。 

・「大ホールエリアの計画」については、各グループともに、演目に合わせたホールの利用に関

する提案、３D 音響シミュレーションによる音響性能の確保の提案、仕上げやデザインに関

する提案が評価された。グループ①は中央公園に面する開放的なホワイエ、グループ②は中

央公園に面したお城テラスの提案、グループ④はホワイエにスキップファニチャーやテラス

を設ける提案が評価された。また、グループ④は搬入口を 2 か所設ける提案が評価された。 

・「大ホールエリアの舞台機構及び設備」については、各グループともに、多様な文化芸術に対

応できる舞台機構、各種設備、設備更新等に関する提案が評価された。 

・「創造支援エリア・交流エリアの計画」については、いずれのグループも多目的室（リハーサ

ル室）、会議室・活動室、交流（エントランス）ロビーについて、それぞれの具体的な利用イ

メージに配慮した提案があった。グループ①は、ホワイエ空間と一体的に利用できる多目的

室（リハーサル室）、グループ③は多目的室（リハーサル室）と交流（エントランス）ロビー

と一体的に利用できる提案が評価された。グループ④は、吹き抜けによる 1 階との一体感に

配慮しつつ地下に独立した多目的室（リハーサル室）を設けた点、交流（エントランス）ロ

ビーと一体的に利用できる軒下空間（よりみちひろば）の提案が評価された。 

・「備品計画」については、グループ①、グループ②、グループ③、グループ④は設置個所ごと

に備品選定の方針について具体的な提案があり評価された。 

・「省エネ、ユニバーサルデザイン等」については、グループ①は CASBEE-S ランク以上を目

指す提案、グループ③は CASBEE-A ランク以上を目指す提案、グループ④は浸水対策とし

て 1 階のフロアレベルを 2m 上げる提案が評価された。 

 

 

  



11 

2 総評 

選定委員会は、先に公表した事業者選定基準に基づき、厳正かつ公正な審査を行い、「大成

建設グループ」を最優秀提案として選定した。 

 

本事業は、平成 27 年度から文化センターの利用が中止され、1,000 席以上の客席規模の公共

ホールがない状況で、「市民の芸術文化の創造拠点」として、1,500 席程度の大ホールやリハー

サル室の整備を目指す事業である。 

募集要項の公表以降、直接対話、質問及び回答等の民間事業者とのコミュニケーションを図

り、要求水準書、事業者選定基準の内容が十分に理解され、厳しい敷地条件のもと、各グルー

プが創意工夫を重ねた素晴らしい提案がなされ、十分な競争性が発揮された。 

 

選定委員会では、様々な評価に係る視点の中で、大ホールの配置や多目的室（リハーサル室）

の設置階、交流（エントランス）ロビーの計画は各グループの提案内容が異なり、創造支援エ

リア・交流エリアに着目した議論が多く交わされた。 

最優秀提案として選定した大成建設グループは、提案価格の評価は、5 提案中 4 番目の得点

であったが、提案内容審査の各審査項目の大半において高い評価となり、提案内容審査におい

ては最高点を得て、総合評価では最高点となった。 

 

今後、優先交渉権者となった事業者が本事業を実施するにあたっては、提案内容を確実に履

行するとともに、設計協議においては十分に市と協議し、市及び市民の意向を尊重し、本事業

をさらにより良いものとすることを要望する。業務実施に当たっては、次頁に示す最優秀提案

及び次点に対する選定委員会からの付帯事項について十分に配慮されることを要望する。 

 

最後に、選定委員会として提案書作成にあたっての応募グループの各構成企業の熱意、努力

に心より感謝を申し上げる。 
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●最優秀提案（大成建設グループ）に対する付帯事項 

 

・地下に設けられる活動室、多目的室（リハーサル室）のにぎわいや地下の活動を外部からも

感じられるように、吹き抜けを設けるだけでなく、1階の交流（エントランス）ロビーの使い

方も含め工夫いただきたい。 

・階段のある広い軒下空間や、大ホール公演時以外のスキップファニチャーや展示ギャラリー、

テラスについて、使い方のルール等、管理上の課題を含め検討し、日常的に市民に広く利用

される魅力的な場所としていただきたい。 

・多くの市民が快適に利用できるように、バリアフリーの充実に配慮し、使いやすい施設とし

ていただきたい。 

・大ホールと多目的室（リハーサル室）の同時利用を考慮した搬入口や楽屋からの動線計画、

機能的な備品庫や調整室等の計画など、運営上の利便性を考慮して詳細を検討し、使い勝手

の良い施設としていただきたい。 

・近年の機材の技術進歩に対応できるような舞台設備の仕様等の詳細は、実際の運営主体と情

報交換をして、設計・施工を実施していただきたい。 

 

●次点（鹿島・久米・姫野 共同企業体）に対する付帯事項 

 

・多くの市民が快適に利用できるように、バリアフリーの充実に配慮し、使いやすい施設とし

ていただきたい。 

・大ホールと多目的室（リハーサル室）の同時利用を考慮した搬入口や楽屋からの動線計画、

機能的な備品庫や調整室等の計画など、運営上の利便性を考慮して詳細を検討し、使い勝手

の良い施設としていただきたい。 

・近年の機材の技術進歩に対応できるような舞台設備の仕様等の詳細は、実際の運営主体と情

報交換をして、設計・施工を実施していただきたい。 

 

 

 

 

 


