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廿日市市筏津地区公共施設再編事業にかかる企画提案審査委員会（以下「審査委員会」という。）は、

廿日市市筏津地区公共施設再編事業（以下「本事業」という。）に関して、令和元年１０月１１日に公表

した廿日市市筏津地区公共施設再編事業審査基準（以下「審査基準」という。）に基づき、提案内容等の

審査を行いましたので、審査結果及び審査講評をここに報告します。

令和２年６月１１日

廿日市市筏津地区公共施設再編事業にかかる企画提案審査委員会

委員長 杉田 洋
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第１ 審査委員会

１ 委員の構成

市は、廿日市市筏津地区公共施設再編事業にかかる企画提案審査委員会設置要綱に基づき、次に

示す委員で構成する審査委員会を設置しました。

表１ 委員一覧

なお、令和２年４月１日付けの組織改編により、令和元年１０月１１日に公表した廿日市市筏津地

区公共施設再編事業募集要項（以下「募集要項」という。）から一部委員の変更を行いました。

・ 新たに、川下晃一子育て担当部長を加えました。

・ 藤井健二教育部長を寺岡慶治郎教育部長に変更しました。

２ 開催実績

審査委員会の開催日及び主な案件は以下のとおりです。

表２ 審査委員会開催実績

委員長 杉田 洋 広島工業大学環境学部建築デザイン学科教授

副委員長 山川 肖美 広島修道大学人文学部教授

委員 堀野 和則 廿日市市副市長

委員 原田 忠明 廿日市市副市長

委員 金谷 善晴 廿日市市経営企画部長

委員 村田 克己 廿日市市自治振興部長

委員 中川 美穂 廿日市市福祉保健部長

委員 川下 晃一 廿日市市子育て担当部長

委員 寺岡 慶治郎 廿日市市教育部長

回 開催日 主な案件

第１回 令和元年９月１８日 ・委員長及び副委員長の選出について

・本事業の概要について

・募集要項、審査基準等について

第２回 令和２年５月２２日 ・提案事業者からのプレゼンテーション

・質疑応答

第３回 令和２年５月２３日 ・最終審査による優先交渉権者の選定について



3

３ 基礎審査

(1) 参加資格審査

参加資格審査書類について、受付期間内に３グループから提出があり、市が募集要項の参加資

格要件に基づき審査した結果、いずれのグループも参加資格を有していることを確認しました。

なお、参加者名を伏せて審査を行うため、各グループに次のグループ名を付与し、提案におい

てはこれらのグループ名を使用しました。

ア きいろグループ

イ あかグループ

ウ みどりグループ

(2) 提案価格の確認

市は、いずれのグループの提案価格も、募集要項に示されているサービス対価の総額の上限額

を超えていないことを確認しました。

(3) 基礎審査

市は、提案書類の書面確認及び事前ヒアリングを実施し、いずれのグループの提案も、要求水

準書や募集要項等において求められている内容を満たしていることを確認しました。

４ 性能評価点審査

(1) 評価方法

審査委員会は、審査に先立ち、提案事業者からのプレゼンテーション及び提案内容に対する質

疑応答によるヒアリングを実施しました。その上で、審査項目ごとに、各委員の合議により表３

に示す基準により５段階で評価し、それに応じて計算される加点を付与しました。

表３ 性能評価点基準

(2) 評価結果

性能評価点審査結果は、表４に示すとおりです。

審査基準に基づき、提案者が独自提案であるとして提案した内容で、審査委員会において、要

求水準の各項目の評価対象とすることがふさわしいと判断したグループは、当該項目に関する性

能評価に加えて審査しました。

評価 評価指標 加算割合

Ａ 要求水準よりも非常に優れた提案がなされている。 配点×1.0

Ｂ ＡとＣの中間 配点×0.85

Ｃ 要求水準よりも優れた提案がなされている。 配点×0.7

Ｄ ＣとＥの中間 配点×0.55

Ｅ 要求水準を最低限満たしている。 配点×0.4
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表４ 性能評価点審査結果

【事業計画に関する審査項目】

審査項目

審査結果

配点 あか きいろ みどり

事業計画

事業コンセプト 10 C 7.00 B 8.50 B 8.50

長期収支計画 10 C 7.00 C 7.00 B 8.50

リスクマネジメント 10 C 7.00 C 7.00 A 10.00

事業実施

体制

全体 30 C 21.00 B 25.50 B 25.50

SPC 10 A 10.00 A 10.00 A 10.00

地域貢献 30 B 25.50 B 25.50 C 21.00

小計 100 77.50 83.50 83.50

独自提案 30 C 21.00 C 21.00 C 21.00

合計 130 98.50 104.50 104.50
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【設計・建設に関する審査項目】

審査項目

審査結果

配点 あか きいろ みどり

配置計画 30 B 25.50 C 21.00 B 25.50

平面計画・断面計画 60 B 51.00 B 51.00 C 42.00

外観デザイン 20 B 17.00 B 17.00 B 17.00

木材利用計画 20 C 14.00 C 14.00 C 14.00

色彩計画・サイン計画・インテリア計画

・什器備品計画
30 B 25.50 B 25.50 C 21.00

環境・エネルギー計画 20 B 17.00 A 20.00 C 14.00

安全対策・災害対策 30 C 21.00 C 21.00 B 25.50

メンテナンス性の向上 30 C 21.00 C 21.00 C 21.00

施工計画 40 B 34.00 C 28.00 C 28.00

小計 280 226.00 218.50 208.00

独自提案 20 E 8.00 E 8.00 E 8.00

合計 300 234.00 226.50 216.00
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【維持管理運営に関する審査項目】

審査項目

審査結果

配点 あか きいろ みどり

開館準備業務 10 C 7.00 C 7.00 B 8.50

統括管理業務 10 C 7.00 C 7.00 C 7.00

維持管理 30 C 21.00 B 25.50 C 21.00

運営

総合案内・貸館業務 10 C 7.00 C 7.00 C 7.00

広報プロモーション業務

30 A 30.00 A 30.00 A 30.00

交流促進業務

健康増進業務

スポーツ推進業務 30 B 25.50 A 30.00 C 21.00

食育推進業務 20 C 14.00 B 17.00 C 14.00

市民センター機能運営業務 30 C 21.00 B 25.50 A 30.00

図書機能

運営業務

図書館 30 B 25.50 A 30.00 B 25.50

こども図書館 30 B 25.50 B 25.50 B 25.50

子育てリビング

運営業務

子育て支援センタ

ー・一時預かり
30 A 30.00 A 30.00 B 25.50

放課後児童クラブ 20 C 14.00 B 17.00 B 17.00

小計 280 227.50 251.50 232.00

独自提案 50 E 20.00 E 20.00 E 20.00

合計 330 247.50 271.50 252.00

審査項目

審査結果

配点 あか きいろ みどり

民間提案エリアの運営 40 B 34.00 C 28.00 B 34.00
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５ 価格点審査

(1) 価格評価点の算定方法

審査基準に基づき、次の式により算定して得られた値を価格評価点としました。

提案者が独自提案であるとして提案した内容で、審査委員会において、要求水準の各項目の評

価対象とすることがふさわしいと判断したグループは、当該項目に関する増減金額を提案価格に

加えた金額を提案価格として価格評価点を計算しました。

(2) 算定結果

価格評価点の算定結果は、表５に示すとおりです。

表５ 価格評価点の算定結果

６ 総合評価点審査

総合評価点の算定結果は、表６に示すとおりです。

表６ 総合評価点の算定結果

以上により、きいろグループを優先交渉権者として選定しました。

提案者の概要及び優先交渉権者の概要は表７に示すとおりです。

表７ 提案者の概要

【提案者一覧】※ 参加表明受付順、代表事業者のみ記載

価格評価点 ＝ 配点（300 点）× 提案のうち最低提案価格 ÷ 当該参加者の提案価格

あかグループ きいろグループ みどりグループ

提案額（円） 7,439,239,500 7,603,115,000 7,601,861,146

価格評価点 300.00 293.53 293.58

あかグループ きいろグループ みどりグループ

性能評価点 614.00 630.50 606.50

価格評価点 300.00 293.53 293.58

合計（総合評価点） 914.00 924.03 900.08

代表事業者 株式会社合人社計画研究所

代表事業者 株式会社フジタ 広島支店

代表事業者 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
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【優先交渉権者概要】

【優先交渉権者の提案内容】

［鳥瞰図］

[アイレベル外観透視図］

きいろグループ

代表事業者 株式会社フジタ 広島支店

構成事業者 株式会社東急コミュニティー

株式会社梓設計 中国四国事務所

株式会社増岡組 広島本店

株式会社フジ・スポーツ＆フィットネス

特定非営利活動法人 キッズＮＰＯ

株式会社ヴィアックス

協力事業者 株式会社竹内

株式会社現代ランドスケープ
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７ 審査講評

(1) 各グループの提案内容についての講評

各グループの提案内容についての講評は表８のとおりです。

表８ 各グループの提案内容についての講評

【事業計画に関する審査項目】

審査項目 審査講評

１ 事業計画 ① 事業コ

ンセプト

・いずれのグループも、本事業の目的や方針をよく理解した上で、

事業者としてのコンセプトやテーマ、１５年後の姿を具体的にわ

かりやすく示していることから、優れた提案と評価された。

・加えて、きいろグループとみどりグループは地域に根差すことに

加え、市全体に波及する賑わいについても示しており、非常に優

れた提案と評価された。

② 長期収

支計画

・いずれのグループも、年間利用者数 40 万人をベースに収支を算定

しており、適切な時点での黒字解消も見込まれていること、構成

事業者へのリスク分担や資金管理の徹底等も具体的に示してお

り、確実性と安定性を兼ね備えていることから、優れた提案と評

価された。

・加えて、みどりグループは万が一の際の財務的なリスクヘッジに

潤沢な予算を準備していることについて、非常に優れた提案と評

価された。

③ リスク

マネジメ

ント

・いずれのグループも、リスクマネジメントについて具体的に提案

するとともに、本事業に有効な独自提案をしており、事業期間中

の安定運営が期待できることから、優れた提案と評価された。

・加えて、みどりグループは SPC 管理の役割を持つ専門企業を SPC

に入れていること、バックアップサービサーに実績、安定性とも

に持ち合わせている企業を選定していることから、極めて優れた

提案と評価された。
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審査項目 審査講評

２ 事業実施

体制

① 全体 ・いずれのグループも、事業経験豊富な代表事業者を中心に構成員

それぞれの役割を明確化して全体を統括するとともに、外部アド

バイザーによるバックアップ体制やセルフモニタリング体制、市

との連携体制、人員配置等を具体的に示していることから、優れ

た提案と評価された。

・きいろグループは維持管理運営において、それぞれの機能を実績

豊富な各専門の事業者が担当する体制を構築し、高い専門性を有

していることから、非常に優れた提案と評価された。

・みどりグループは代表事業者を中心に、構成員を含め高い専門性

を持つ事業者で明確な連携協力補完体制を構築しており、非常に

優れた提案と評価された。

② SPC ・いずれのグループも、SPC を設立する提案であることから、極めて

優れた提案と評価された。

３ 地域貢献 ・いずれのグループも、地元発注や地元雇用、地元調達、男女共同

参画や障がい者雇用、市民参加について具体的に示していること

から、優れた提案と評価された。

・加えて、あかグループは非常に高い地域雇用率と市内調達を提案

していることから、非常に優れた提案と評価された。

・きいろグループは高い地域雇用率に加え、地域コーディネーター

を活用した事業企画が、非常に優れた提案と評価された。

独自提案 ・いずれのグループも民間事業者のノウハウを生かした施設の利便

性向上等に資する独自性のある内容であり、優れた提案と評価さ

れた。
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【設計・建設に関する審査項目】

審査項目 審査講評

１ 配置計画

・いずれのグループも、事業コンセプトを理解した上で、工夫した

施設配置により要求水準の駐車台数と屋外広場を整備するととも

に、周辺環境への配慮や敷地内動線、緑をふんだんに取り入れた

計画、避難動線について具体的に示していることから、優れた提

案と評価された。

・加えて、あかグループの緑豊かで豊富な屋外遊具を設置した外構

計画は非常に優れた提案と評価された。

・みどりグループの永慶寺川や桜並木を意識した施設配置は非常に

優れた提案と評価された。

２ 平面計画・断面計画

・いずれのグループも、事業コンセプトを理解した上で、中央部分

に総合窓口を設置し効率化を図るとともに、静と動の明確化や機

能連携を高める配置、多様な室内外の居場所の提供、子どもエリ

アの充実等により、あらゆる利用者にとって利用しやすく、にぎ

わいを創出することが期待できる優れた提案と評価された。

・加えて、あかグループの複合施設の利点を最大限生かし、図書館

を起点として諸室やテラスをうまく配置した計画は非常に優れた

提案と評価された。

・きいろグループの各機能が集中してゾーニングしてあるわかりや

すい構成や、プレイルームと子ども用広場の連携が意識された構

成は、非常に優れた提案と評価された。。

３ 外観デザイン

・いずれのグループも、建物のボリューム感を抑え、緑あふれる周

辺の景観と地域資源を取り入れるとともに、メンテナンス性にも

考慮した魅力的な外観デザインであることから、非常に優れた提

案と評価された。

４ 木材利用計画

・いずれのグループも、内装に木材をふんだんに取り入れており、

木材の持つあたたかみや親しみやすさを生かしていること、市産

材を積極的に取り入れる計画としていることから、優れた提案と

評価された。

５ 色彩計画・サイン計画・

インテリア計画・什器備品

計画

・いずれのグループも、何度でも訪れたくなる空間演出の工夫がな

されていること、ユニバーサルデザインや子ども向けの配慮、わ

かりやすいサイン計画、それぞれの視点からのメンテナンス性の

考慮も具体的に示していることから、優れた提案と評価された。

・加えて、あかグループのこども図書館の内装、インテリアに力を

入れた計画は非常に優れた提案と評価された。

・きいろグループのゾーンごとに色彩を使い分けた分かりやすく使

いやすい計画は、非常に優れた提案と評価された。
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審査項目 審査講評

６ 環境・エネルギー計画

・いずれのグループも、自然エネルギーの活用や省エネ機器の使用

について具体的に計画しており、LCC 低減や環境負荷に期待ができ

ることから、優れた提案と評価された。

・加えて、あかグループは自然エネルギーの活用や設備の工夫につ

いてより多くの提案をしており、CASBEE 評価Ａランクであること

は、非常に優れた提案と評価された。

・きいろグループは自然エネルギーの活用や設備の工夫についてよ

り多くの提案をしており、CASBEE 評価Ａランクであることに加え

て、IOT 技術を活用したエネルギーの効率運用は極めて優れた提案

と評価された。

７ 安全対策・災害対策

・いずれのグループも、子どもエリアは避難動線を考慮した配置に

より施設全体で屋外への避難経路を確保しているとともに、避難

所利用の工夫について具体的に提案しており、安全性が確保され

ていることから、優れた提案と評価された。

・加えて、みどりグループの耐震安全性の構造体分類を大幅に高め

る計画は、非常に優れた提案と評価された。

８ メンテナンス性の向上

・いずれのグループも、様々な工夫により日々のメンテナンスや設

備更新の容易さを考慮した施設計画としており、LCC 低減や長寿命

化の工夫がなされていることから、優れた提案と評価された。

９ 施工計画

・いずれのグループも、豊富な施工実績を生かし、具体的な工程管

理や人員配置、不測の事態への対応、安全確保、周辺環境配慮、

廃棄物対策について具体的に提案されていることから優れた提案

と評価された。

・加えて、あかグループの遅延可能性があるケースを具体的に網羅

した上でその具体的な対応策について示している計画は、非常に

優れた提案と評価された。

独自提案

・いずれのグループも、独自提案としてではなく要求水準内の提案

として評価すべきものであったが、他事例と比べても非常に複雑

な要求水準を求めている中、実績やノウハウを活用した様々な優

れた提案をしていることから、要求水準を満たす提案として評価

された。
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【維持管理運営に関する審査項目】

審査項目 審査講評

１ 開館準備業務

・いずれのグループも、供用開始に向け、外部専門家や各社本部等

のバックアップ体制によるマニュアル作成や職員育成等の開館に

必要な準備について具体的に示しているとともに、事前の広報活

動や地域説明、魅力的な開館記念イベントを提案していることか

ら、優れた提案と評価された。

・加えて、みどりグループは市民協働による市民の積極的な事業参

画を計画しており、非常に優れた提案と評価された。

２ 総括管理業務

・いずれのグループも、統括責任者を中心とした運営体制やセルフ

モニタリング、非常時対応、要求水準を上回る開館時間について

具体的に示しており、統括体制の構築や他機能連携、効率的なサ

ービス提供に期待できることから、優れた提案と評価された。

３ 維持管理業務

・いずれのグループも、適切な保守点検、予防保全、警備体制、清

掃、修繕計画について具体的に示しており、事業期間中の適切な

施設性能の維持に期待できることから、優れた提案と評価され

た。

・加えて、きいろグループの最新技術を導入した計画は、非常に優

れた提案と評価された。

４ 運営

① 総合案内・貸

館業務

・いずれのグループも、総合受付を設置し、キャッシュレス決済を

含む様々な支払い手段を導入することで利便性を向上させるとと

もに、苦情対応体制についても具体的に示していることから、優

れた提案と評価された。

② 広報プロモー

ション業務

③ 交流促進業務

・いずれのグループも、施設の広報活動、施設全体のイベントや団

体活動支援について具体的に提案しており、施設 PR による利用促

進や、交流促進事業によるにぎわいの創出に期待できることか

ら、優れた提案と評価された。

・加えて、あかグループの様々な手法による施設広報に非常に力を

入れた計画は極めて優れた提案と評価された。

・きいろグループの独自の交流スペースを活用した取り組みや、ボ

ランティアが参加しやすくなる環境づくりは極めて優れた提案と

評価された。

・みどりグループの市民参加による広報活動や、子どもたちの主体

的な活動を支援するプログラムは極めて優れた提案と評価され

た。
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審査項目 審査講評

健康増進業務

④ スポーツ推進

業務

・いずれのグループも、幅広いスポーツ講座や充実した子ども向け

スポーツ講座、トレーニングルームの利用促進、多機能との連携

について具体的に示しており、事業コンセプトである子育て支援

と健康増進、交流促進の実現に期待できることから、優れた提案

と評価された。

・加えて、あかグループはプロスポーツ選手の招へいや子ども向け

講座、トレーニング初心者へのサポートを充実させており、非常

に優れた提案と評価された。

・きいろグループは多世代向けの講座や子ども向け講座、トレーニ

ング初心者へのサポートを非常に充実させるとともに、優れた健

康サポート体制を構築しており、極めて優れた提案と評価され

た。

健康増進業務

⑤ 食育推進業務

・いずれのグループも、魅力ある食育推進講座やイベントを具体的

に示しており、事業コンセプトである子育て支援や健康増進の実

現に期待できることから、優れた提案と評価された。

・加えてきいろグループは、他機能と連携したより豊富なプログラ

ムが計画されており、非常に優れた提案と評価された。

⑥ 市民センター

機能運営業務

・いずれのグループも、生涯学習やまちづくりに資する講座や取組

み、地域連携等について具体的に示しており、事業コンセプトで

ある交流促進の実現に期待できることから、優れた提案と評価さ

れた。

・加えて、きいろグループは専門の企画コーディネートにより、魅

力的な講座を具体的に計画しており、非常に優れた提案と評価さ

れた。

・みどりグループの地元や地域との連携を強く意識し、市民の主体

性をより高める企画提案は、極めて優れた提案と評価された。

⑦ 図書館機能運

営業務

【図書館】

・いずれのグループも、図書館サービスの向上や読書推進・レファ

レンスの充実、ビジネスコーナーや健康増進コーナーの運営、他

機能との連携について具体的に示しており、魅力ある図書館サー

ビスの提供が期待できることから、優れた提案と評価された。

・加えて、あかグループの図書館のソフトとハードをうまく組み合

わせた計画は、非常に優れた提案と評価された。

・きいろグループはより魅力的な講座の実施や、非常に充実した人

員体制を計画しており、極めて優れた提案と評価された。

・みどりグループは充実したビジネス支援コーナーを計画してお

り、非常に優れた提案と評価された。
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審査項目 審査講評

⑦ 図書館機能運

営業務

【こども図書館】

・いずれのグループも、子ども向けサービスの充実や他機能との連

携を具体的に示しており、施設の目玉でもある子ども図書館にお

いて、ハードだけでなくソフト面でのサービスを提供し、子ども

が楽しく過ごせる魅力的な施設運営となることが期待できる、非

常に優れた提案と評価された。

⑧子育てリビング

運営業務

【子育て支援セン

ター・一時預か

り】

・いずれのグループも、相談しやすい環境の提供や魅力的な子育て

支援講座、一時預かりの実施、充実したプレイルーム、市との連

携について具体的に示しており、事業コンセプトである子育て支

援の実現が期待できることから、非常に優れた提案と評価され

た。

・加えて、あかグループのプレイルームで親子が安心して思いっき

り遊べる空間を提供できる計画は極めて優れた提案と評価され

た。

・きいろグループはより充実した相談体制や、きめ細やかな子育て

支援講座、具体的なプレイルーム活用を計画しており、極めて優

れた提案と評価された。

⑧子育てリビング

運営業務

【放課後児童クラ

ブ】

・いずれのグループも、複合施設を生かした魅力あるプログラム実

施や、バス送迎による安全性と利便性確保について具体的に示さ

れており、立地条件が悪くても人気のある、活気あふれたクラブ

となることが期待できることから、優れた提案と評価された。

・加えて、きいろグループは子どもたちが地域と交流しながら楽し

く遊んで学べるプログラムを計画しており、非常に優れた提案と

評価された。

・みどりグループはより魅力的なプログラムの実施や充実した研修

制度、充実した児童の活動場所を計画しており、非常に優れた提

案と評価された。

独自提案

・いずれのグループも、独自提案としてではなく要求水準内の提案

として評価すべきものであったが、他事例と比べても非常に複雑

な要求水準を求めている中、実績やノウハウを活用した様々な優

れた提案をしていることから、要求水準を満たす提案として評価

された。
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審査項目 審査講評

民間提案エリアの運営

・あかグループは低価格設定の飲食メニューや、利用ニーズが高い

と推測されるサービスを複数計画しており、非常に優れた提案と

評価された。

・きいろグループの飲食提供手法や、施設機能拡充による新たな付

加価値のサービス提供は、優れた提案と評価された。

・みどりグループの軽食メニューの提供に加え、独自性の非常に高

い高負荷価値型のサービスは、非常に優れた提案と評価された。



17

第２ 総評

廿日市市筏津地区公共施設再編事業を実施する事業者を選定すべく、令和元年9月より審議を重
ねてまいりました。提案書類の審査につきましては、募集要項と同時に公表した審査基準に基づ

き、公正かつ客観的評価を確保すべく、各審査項目について審議を尽くし、最終的な結果を得たと

ころでございます。

本事業は、多くの公共サービスの機能を融合して、次世代に繋がる新たな価値を創出することを

目的に進めておりますが、既存施設の活用や、制約がある敷地の有効利用など、慎重かつ大胆な検

討を要する事項が多く存在しておりました。

しかし、いずれの提案も本事業の目的や趣旨を深く理解し、実施への意気込みを十分感じさせる

ものでありました。提案に至るまでの事前調査、関係者との調整、提案にあたっての工夫、提案書

類の作成において払われたであろう多大のご努力に対して、各応募者の方々に敬意を払うとともに

心から感謝する次第です。

今後、選定された事業者グループが、市と事業契約を締結し、本事業を実施するに際し、提案内

容を確実に履行することはもちろんのこと、本事業をよりよいものとするため、市と十分な協議を

行い、特に、以下の点について配慮されることを要望します。

表９ 審査委員会からの要望事項

１ 今後、設計・建設の過程においては、市の要請等に、柔軟で誠実な対応を行うこと。また、

利用者の視点にたった管理運営の実現のため、各運営事業者の持つ豊富なノウハウが十分に発

揮できる施設となるよう設計・建設に運営事業者の意見を取り入れること。

２ 地域貢献については、地元企業が本事業への参画を通じて、企業としての成長が果たせるよ

う具体的な工夫を行うこと。

３ 新型コロナウイルス感染症への配慮に関して、新しい生活様式に対応する工夫を行うととも

に、今後の見通しの立たない危機的状況への対応を市と協議しながら行うこと。

４ その他、事業期間を通じて、社会情勢の変化が生じる場合には、柔軟で誠実な対応を行うこ

と。

５ 当該施設が大規模な避難所としての位置付けを持つ施設であることに鑑み、安全・安心に配

慮した計画とすること。

６ 市は本事業の実施にあたり、提案内容のモニタリングを十分に行うとともに、事業コストの

妥当性について確認すること。




