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第１ 審査基準の位置付け

この審査基準は、JR西日本宮島フェリー株式会社、宮島松大汽船株式会社、及び廿日市市（以下

「市」という。）が徴収システム（運賃・宮島訪問税）構築業務（以下「本業務」という。）を実

施する事業者（以下「事業者」という。）を公募型プロポーザル方式により選定するための方法及

び基準を示すものであり、募集要項等と一体のものである。

本事業では、事業者の幅広い能力とノウハウを最大限に活用し、効率的かつ効果的な業務実施が

求められることから、事業者の選定にあたっては、提案金額のみではなく、提案内容を重視し、総

合的に評価するものとする。

第２ 審査方法及び基準

１ 審査の流れ

優先交渉権者は、次に示す手続きを経て、市が決定するものとする。
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上記の提案審査のうち性能評価点、価格評価点及び総合評価点については、徴収システム（運

賃・宮島訪問税）構築業務企画提案審査委員会（以下「審査委員会」という。）において行い、最

優秀提案を選定する。

２ 資格審査

市は、参加者が参加資格要件を満たしていることを確認し、満たしていない場合は、その参加者

を失格とする。

なお、資格審査の結果は、提案審査における評価には反映させないものとする。

３ 提案審査

(1) 提案価格の確認

市は、提案価格が、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、上限額を超え

ている場合は、その参加者を失格とする。

(2) 基礎審査

市は、提案書類に不足等がないかを確認する。書類の不足や求められている内容が各提案書様

式に明らかに記載されていない場合は、その参加者を失格とする。

４ 審査委員会による審査

(1) 基本事項

審査委員会は、提案書の内容について、本審査基準に従い評価を行う。性能評価点は外部有識

者、JR 西日本宮島フェリー株式会社、宮島松大汽船株式会社、行政の４者の持ち点を 100 点ずつ

とし合計 400 点満点、価格評価点は 200 点満点とし、合計 600 点満点で評価する。なお、性能評

価及び価格評価点の計算に当たっては、小数点第二位までを有効とし、小数三位を四捨五入とす

る。

(2) 性能評価点審査

審査委員会は、提案書の内容について、次の基準に従い性能評価点審査を行う。性能評価点審

査は加算方式で実施し、要求水準を満たしている場合は評価Ｄとし、要求水準を上回っている場

合は、その内容に応じＡ～Ｃの評価を行うものとする。

【性能評価点基準】

性能評価点審査においては、審査委員会が参加者に対してヒアリングを実施する。なお、参加

者が１者の場合においてもヒアリング及び審査を行うものとする。

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 要求水準よりも優れた提案がなされている。 配点×0.8

Ｃ 要求水準よりもやや優れた提案がなされている。 配点×0.6

Ｄ 要求水準を満たしている 配点×0.5
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（3）性能評価のうちその他の有益な提案

提案書に、要求水準の項目に捉われない（評価の基準にない）、優れた独自提案があった場合に、

その提案に対して次の項目を基準に評価を行う。

【その他の有益な提案の評価項目】

その他の有益な提案においては、該当様式に記載し、サービス向上による増額提案を行う際には、

増額後の金額が募集要項第１（４）に定める委託上限額を超えない提案とすること。

提案事業者がその他の有益な提案であるとして提案した内容であっても、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場合には、その他の有益な提案で

はなく、各項目の性能評価に組み込むものとする。

審査項目 審査の視点 配点

独自性 新たな技術の応用等、提案に独自性があるか。 ２

実現可能性
提案の内容が、提案どおりに実現できると考えられる

か。
２

コスト性

増額するコストに見合ったサービス向上効果が見込

めるか。
２

コストを削減しながら、要求水準書と同等以上のサー

ビスを提案できているか。
２

有効性
本事業の特性等を理解した上で、サービス向上のため

の有効な提案がなされているか。
２
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【性能評価の審査基準】

提案依頼項目 審査の視点 配点 参照先

1 コンセプト等

コンセプト及び独自の工夫が JR西日本宮
島フェリー株式会社、宮島松大汽船株式
会社、及び市のニーズに適合し、かつ、
有効なものになっているか。
感染症対策やインバウンド対応、将来の
複数の交通手段を組み合わせた目的地ま
でのシームレスな移動の実現といった利
用者ニーズや次世代を見据えた機器とな
っているか。
積極的かつ能動的に取り組む意欲が感じ
られるか。

10点
企画
提案書

2
業務実施スケジュールと役
割分担

想定するスケジュールと合致しており、
各工程の定義が明確になっているか。
また、業務実現のための実施期間が妥当
であるか。
JR 西日本宮島フェリー株式会社、宮島松
大汽船株式会社、及び市との役割分担は
妥当であるか。

10点
企画
提案書

3
各工
程提
案

各機器の機能

各機器の機能が要求水準書の内容を踏ま
えているか。
３者が所有する機器としてふさわしいも
のとなっているか。
宮島訪問税の特性を踏まえたものとなっ
ているか。
耐久性に優れ、長期使用が見込める機器
となっているか。
インバウンド需要が回復した後でも円滑
な運用ができる機器となっているか。

30点
企画
提案書

各種データの確認
要求水準書の内容を踏まえているか。
運営上、有益なデータを出力することが
できるものとなっているか。

10点
企画
提案書

機器の処理能力

要求水準書の内容を踏まえているか。
処理能力を低下させないため、発券機の
券売及び自動改札の通過においてわかり
やすい表示やレイアウトとなっている
か。

10点
企画
提案書

機器導入に付随す
る業務

要求水準書の内容を踏まえているか。
故障時等に即時に対応できる提案となっ
ているか。
メンテナンス費用の抑制に工夫がなされ
ているか。

10点
企画
提案書
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4 その他の有益な提案

提案書に、要求水準の項目に捉われない
（評価の基準にない）、優れた独自提案が
あった場合に、その提案に対して次の項
目を基準に評価を行う。

10点
企画
提案書

5 事業者の業務実績

乗降客数を踏まえた駅務機器（QR コード
チケット・ICカード対応、不正防止機能付
加）の導入実績により下記の評価とする。

10点 様式 6

審査
項目

審査の視点
配
点

独自
性

新たな技術の応用
等、提案に独自性が
あるか。

２

実現
可能
性

提案の内容が、提案
どおりに実現でき
ると考えられるか。

２

コス
ト性

増額するコストに
見合ったサービス
向上効果が見込め
るか。

２

コストを削減しな
がら、要求水準書と
同等以上のサービ
スを提案できてい
るか。

２

有効
性

本事業の特性等を
理解した上で、サー
ビス向上のための
有効な提案がなさ
れているか。

２

区分 配点 条件

Ａ 10

一日あたりの平均乗降客
数が 25,000 人を超える
駅の駅務機器（ＩＣ+Ｑ
Ｒ）の納品実績

Ｂ 8

一日あたりの平均乗降客
数が 10,000 人を超える
駅の駅務機器（ＩＣ+Ｑ
Ｒ）の納品実績

Ｃ 6

一日あたりの平均乗降客
数が 10,000 人以下の駅
の駅務機器（ＩＣ+ＱＲ）
の納品実績、若しくは駅
務機器（ＱＲ非対応）の納
品実績

Ｄ 0
駅務機器以外の納品実

績
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(4) 価格評価点審査

次の式により算定して得られた値を価格評価点とする。

(5) 総合評価点

性能評価点と価格評価点、事業者の実績評価点を合計して得られた点数を総合評価点とし、提

案者の順位を決定する。

総合評価点が最も高い提案者が複数ある場合は、性能評価点が高い参加者を上位とし、さらに

同点の場合は、くじにより評価を決定する。

第３ 優先交渉権者の決定

市は、審査委員会の選定結果を踏まえ、優先交渉権者を決定する。

価格評価点＝配点（200 点）×提案のうち最低提案価格÷当該参加者の提案価格

総合評価点（600 点満点）＝4者×（性能評価点(100 点満点)）＋価格評価点（200 点満点）


