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1. 事業者選定の経緯等

1.1 事業者選定の経緯

事業者選定までの主な経緯は、以下のとおりである。

・入札公告 平成25年 12月 20日
・現地見学会の開催 平成26年 1月 7～9日
・入札関連書類に関する質問締切 平成26年 1月 14日
・入札関連書類に関する回答公表 平成26年 1月 22日
・事業者選定委員会（第1回） 平成26年 3月 20日
・入札参加資格審査書類及び入札書類の受付締切 平成26年 3月 27～28日
・事業者選定委員会（第2回） 平成26年 4月 10日
・開札 平成26年 4月 10日
・落札者の決定 平成26年 4月 10日

1.2 事業者選定方式

神奈川スケートリンク再整備事業（以下「本事業」という。）では、設計、建設、工事監理の

各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的にサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅

広い事業能力を総合的に評価することが必要である。そのため事業者の選定に当たっては、入札

参加者が入札説明書に規定する事業参画に足る資格を有しており、かつ入札参加者の提案内容が、

本協会が要求する設計、建設、工事監理に関するサービス水準を満足することを前提として、地

方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 の規定に基づく総合評価一般競争入札に準じて事業者を選
定することとした。

1.3 事業者選定方法及び手順

事業者の選定は、「資格審査」及び「事業提案審査」により行った。

「資格審査」では、入札参加者の資格、資力及び信用等、資格要件に係る適否について本協会

が審査を行い、入札参加者の選定を行った。

「事業提案審査」では、各業務に関する具体的な提案内容の審査を行い、入札価格の評価と合

わせて総合評価による優秀提案の選定を行った。

なお、「資格審査」の結果は、「事業提案審査」の対象となる入札参加者を選出する目的にのみ

用い、「事業提案審査」における評価には反映させないこととした。
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審査手順は、以下のとおりとした。

(1) 資格審査

(2) 事業提案審査

審査開始

資格等が本協会の要求を
満たしている

開札
予定価格以下？

要求水準を
満たしているか？

提案内容の評価（最大700点）

総合評価点の算定

優秀提案の選定

落札者の決定

失格

失格

失格

Yes

No

No

資格等が本協会の要求した資格要件を満たし
ていないと判断された者は、失格となる。

本協会は、提案書の内容が要求水準を満たしているかを

確認する。要求水準を満たしていない提案については、

失格とし、審査の評価対象としない。

予定価格を超過する提案については、失格とする。

Yes

No

価格評価点の算定（最大300点）

Yes
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2. 事業者選定の体制等

2.1 事業者選定の体制

総合評価一般競争入札方式を実施するに当たり、専門的見地からの意見を聴くため、「神奈川

スケートリンク再整備事業事業者選定委員会（以下、「事業者選定委員会」という。）」を設置し

た。

事業者選定委員会は、入札参加者から提出された入札提出書類の審査を行い、優秀提案を選定

し、本協会は、事業者選定委員会からの報告を受けて、落札者を決定した。

2.2 事業者選定委員会

事業者選定委員会の構成は、以下のとおりである。

氏名 所属・補職

委員長 中野 創 横浜市体育協会常務理事（新横浜公園管理局長）

委 員

伊東 満 神奈川区連合町内会自治会連絡協議会会長

大川 敏彰 横浜市市民局スポーツ振興部長

吉備 カヨ
株式会社ジョビア代表取締役会長、 

横浜市体育協会理事

山崎 善也 神奈川スケートリンク場長

植木 克典 横浜市体育協会 施設経営部長

田中 勇 横浜市体育協会 新横浜公園管理局事業部長 

3. 審査結果

3.1 資格審査

応募グループは、以下の 1グループで、グループを構成する各企業が入札説明書に示した参加
資格要件を満たしているかどうかを審査した。審査の結果、すべての企業が参加資格要件を満た

していることを確認した。

グループ名 構成企業名

三井住友・岡山建設共同企業体（代表

企業：三井住友建設株式会社横浜支店）

代表企業：三井住友建設株式会社横浜支店

構成企業：岡山建設株式会社
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3.2 事業提案審査

(1) 審査方法

本協会が、事業提案書の提案内容等が要求水準を満たしているか否かについて確認したうえで、

「審査事項に係る評価」を行った。

要求水準を満たしているとされた業務実施に係る提案内容について、事業者選定委員会におい

て、審査事項ごとに加点比率の基準に応じて得点（加点）を付与した。

(2) 提案内容の評価の結果

前項の審査方法に基づく審査結果を以下に示す。

審査事項 配点 
三井住友・岡山建設共同企業体（代表企業：

三井住友建設株式会社横浜支店）の得点 

①事業全般に関する事項 70 39.3 
②設計業務提案に関する事項 420 204.4 
③建設業務提案に関する事項 70 46.1 
④工事監理業務提案に関する事項 70 43.4 
⑤独自提案に関する事項 70 38.2 

合計 700 371.4 

【加点比率の基準】

評価水準 加点比率

A 特に優れている 100％

B 優れている 75％

C 普通 50％

D やや劣る 25％

E 劣る 0％

※評価点＝配点×加点比率

審査事項 配点

①事業全般に関する事項 70
②設計業務提案に関する事項 420
③建設業務提案に関する事項 70
④工事監理業務提案に関する事項 70
⑤独自提案に関する事項 70

合 計 700
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(3) 提案価格に係る評価点の算定結果

価格評価点は、入札書に記載された提案価格に基づき次式で算定した。価格評価点の計算

に当たっては、小数点以下第 2位を四捨五入し、価格評価点の上限を 300点とした（以下の

式で入札価格の割合（入札価格／予定価格）が 0.8 未満の場合には 300 点と読み替えるもの

とする）。また、応募グループの入札価格が予定価格内であったことを確認した。

価格評価点＝300－7500 × （      －0.8）2

項 目
三井住友・岡山建設共同企業体

（代表企業：三井住友建設株式会社横浜支店）の得点

予定価格 1,800,000,000

入札価格 1,800,000,000

価格評価点 0 

（予定価格及び入札価格は、消費税等抜き、単位は円で表記した。）

(4) 総合評価

提案内容の評価点及び提案価格に係る評価点の合計を総合評価点とし、これが最大となっ

た提案が優秀提案として選定された。

  総合評価点＝提案内容の評価点（最大 700点）＋提案価格に係る評価点（最大 300点）

 配点
三井住友・岡山建設共同企業体

（代表企業：三井住友建設株式会社横浜支店）の得点 

提案内容の評価点 700 371.4 
提案価格に係る評価点 300 0 

総合評価点 1,000 371.4 

総合順位 1 

4. 落札者の決定

事業者選定委員会は、以上のように入札参加者から提出された入札提出書類の審査を行い、優

秀提案を選定し、本協会は、事業者選定委員会からの報告を受けて、三井住友・岡山建設共同企

業体（代表企業：三井住友建設株式会社横浜支店）を落札者として決定した。

入札価格

予定価格


