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１ 審査体制 

入曽地区子育て支援拠点施設等整備事業（以下「本事業」という。）に係る民間事 

業者（優先交渉権者等）を選定するにあたり、応募者からの提案に対して客観的か 

つ公正な視点から評価を行うため、外部委員等から構成される審査委員会を設置し、 

最優秀提案者及び次点者を選定いたしました。 

  審査委員会の構成は、以下のとおりです。 

 

委員長 吉田 敦 狭山市 副市長 

委員 池澤 龍三 一般財団法人建築保全センター 保全技術研究所 第三研究部 次長 
公共建築マネジメント研究センター 主任研究員 

委員 仲 綾子 東洋大学 ライフデザイン学部人間環境デザイン学科 准教授 

委員 大野木 孝之 大野木総合会計事務所 代表（公認会計士、税理士） 

委員 滝嶋 正司 狭山市 福祉こども部長 

（敬称略） 

  

２ 審査委員会の開催経過 

  審査委員会は、以下のとおり全３回開催されました。 

 【審査委員会の開催日及び主な議題】 

 開催日 主な議題 

第１回 令和２年１０月１５日 
・事業概要について  
・公募に係る実施方針（案）について  
・公募に係る業務要求水準書（案）について      

第２回 令和２年１１月２０日 

・公募に係る実施方針（案）及び同業務要求水準書
（案）に対する意見・質問受付状況等について 

・募集要項（案）等について 
・審査基準書（案）について 

第３回 令和３年３月１８日 

・第１次審査結果の確認 

・第２次審査（企画内容審査、価格審査） 
・総合評価について 
・最優秀提案者及び次点者の選定について 
・審査講評について 
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３ 審査方法 

（１）審査方法の概要  

審査は、本事業に係る審査基準書に基づき、第１次審査及び第２次審査におい 

て実施しました。 

 

ア 第１次審査 

① 応募事事者の資格要件の確認 

応募事業者から提出された書類に基づき、募集要項に規定する応募者の資 

格要件等を満たしているかを確認しました。 

 

② 提出書類の確認 

応募事業者から提出された参加表明書等及び提案書類について不備がない 

かを確認しました。 

 

  イ 第２次審査 

応募事業者から提出された提案に対して、以下のとおり総合的に審査を実施 

しました。 

① 企画内容審査 

企画内容審査は、応募事業者からの提案内容について、以下の評価項目及 

び配点に基づき、点数化しました。 

なお、審査に際しては、応募事業者からのプレゼンテーションや質疑応答 

についても実施し、点数化の際は、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点 

第２位まで求めました。 

 

 【審査項目】 

評価項目 配点 

１ 事業計画に関する事項 ４０ 

（１）事業の実施方針・コンセプト ５ 

（２）事業実施体制 ２０ 

（３）設計業務に係る履行実績 ５ 

（４）事業リスク及び事業収支計画 １０ 

２ 設計・施設整備等に関する事項 １００ 

（１）全体の整備計画（子育て支援拠点施設及び公共広場） ５ 

（２）配置計画・動線計画 １０ 

（３）環境配慮・ライフサイクルコスト縮減 １０ 

（４）維持管理業務の実施計画 ５ 

（５）地域資源の活用 １０ 

（６）子育て支援拠点施設の意匠等 １０ 

（７）子育て支援拠点施設の諸室計画等 ３０ 

（８）公共広場の整備計画等 １５ 

（９）総合的な評価 ５ 
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   【評価項目の採点基準】 

評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 要求水準を上回り、大変優れている 配点×１．０ 

Ｂ 要求水準を上回り、優れている 配点×０．８ 

Ｃ 要求水準を満たし、いくつかの優れている点がある 配点×０．６ 

Ｄ 要求水準を満たし、わずかに優れている点を認める 配点×０．４ 

Ｅ 要求水準を満たしている 配点×０．２ 

 

② 価格審査 

価格審査点は、提案金額を以下の式で得点化しました。 

なお、得点化の際は、小数点以下第３位を四捨五入し、小数点第２位まで求 

めました。 

 

（ 上限金額 ― 当該事業者の提案価格 ）   

価格審査点 ＝                       × 配点 
（ 上限金額 ―   最低提案価格   ）  （２０点） 

    

※上記の式における上限金額、当該事業者の提案価格及び最低提案価格は、 

それぞれ、子育て支援拠点施設のリース料総額（ただし、地代総額を除く） 

と公共広場に係る費用の総額を加算した金額とします。 

 

 

③ 総合評価及び最優秀提案者等の選定 

企画内容審査及び価格審査の得点合計により総合評価し、最優秀提案者及 

び次点者を選定しました。 

 

審査項目 配点 

企画内容審査点 １４０点 

価格審査点 ２０点 

合計点 １６０点 
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（２）審査フロー 

  審査の流れは、以下に示すとおりです。 

【図１：審査の流れ】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格要件の確認 

提出書類の確認 

【第一次審査】 

失格 

失格 

（資格なしの場合） 

（提出書類に不備がある場合） 

企画内容審査 

【第二次審査】 

価格審査 

（審査項目に関して専門性を 

配慮した採点） 

（価格の採点） 

（企画内容審査及び価格審査の得点を 

合計した総合評価） 

優先交渉権者及び次点交渉権者の決定及び公表 

※面接を含む 

（プレゼンテーションあり） 

審査開始 

総合評価 

最優秀提案者及び次点者の選定 
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４ 審査結果 

（１）第１次審査 

   令和２年１２月２１日に本事業に係る募集要項等を公表し、令和３年３月４日 

までに参加表明書等及び提案書類を受け付けたところ、以下の２応募事業者から 

応募がありました。 

応募事業者から提出された資料に基づき第１次審査を行い、２応募事業者とも

本事業における資格要件を満たすこと等を確認しました。 

番号 

（受付順） 
応募事業者名 代表企業 

応募事業者１ 入曽地区子育て支援拠点施設等整備

事業共同企業連合体 

大和リース株式会社 さいたま支店 

応募事業者２ 入曽コミュニティパートナーズ

事業共同企業連合体 

株式会社内藤ハウス 埼玉営業所 

 

（２）第２次審査 

ア 企画内容審査 

    各応募事業者の提案内容に対する審査結果は以下のとおりとなりました。 

評価項目 配点 応募事業者１ 応募事業者２ 

１ 事業計画に関する事項 ４０ ３０．６０ ２８．２０ 

（１）事業の実施方針・コンセプト ５ ４．００ ３．２０ 

（２）事業実施体制 ２０ １５．２０ １５．２０ 

（３）設計業務に係る履行実績 ５ ４．２０ ３．４０ 

（４）事業リスク及び事業収支計画 １０ ７．２０ ６．４０ 

２ 設計・施設整備等に関する事項 １００ ７８．２０ ５７．６０ 

（１）全体の整備計画 ５ ４．００ ２．８０ 

（２）配置計画・動線計画 １０ ８．００ ６．００ 

（３）環境配慮・ライフサイクルコスト縮減 １０ ７．２０ ６．００ 

（４）維持管理業務の実施計画 ５ ４．００ ３．４０ 

（５）地域資源の活用 １０ ７．６０ ６．８０ 

（６）子育て支援拠点施設の意匠等 １０ ７．６０ ６．００ 

（７）子育て支援拠点施設の諸室計画等 ３０ ２４．００ １５．６０ 

（８）公共広場の整備計画等 １５ １２．００ ８．４０ 

（９）総合的な評価 ５ ３．８０ ２．６０ 

企画内容審査点  (１＋２) １４０ １０８．８０ ８５．８０ 
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イ 価格審査 

    各応募事業者の提案価格及び価格審査結果は以下のとおりとなりました。 

評価項目 応募事業者１ 応募事業者２ 

提案価格 １，１９３，０５８，１６３円 １，１８４，５９２，０００円  

価格審査点 

(２０点) 
２．９１点 ２０．００点 

 

  ウ 総合評価 

企画内容審査及び価格審査を踏まえ、総合評価を行った結果、以下に示すと 

おりとなりました。 

評価項目 配点 応募事業者１ 応募事業者２ 

企画内容審査点 １４０ １０８．８０点 ８５．８０点 

価格審査点 ２０ ２．９１点 ２０．００点 

総合評価点 １６０ １１１．７１点 １０５．８０点 

順 位 １位 ２位 

 

（３）最優秀提案者及び次点者 

   審査委員会は、合計点数が第１位となった応募事業者１を最優秀提案者、合計 

点数が第２位となった応募事業者２を次点者として選定しました。 

 番号 事業者名（代表企業及び構成員） 

最優秀 

提案者 

応募事業者１ 入曽地区子育て支援拠点施設等整備事業共同企業連合体 

代表企業 大和リース株式会社 さいたま支店 

構成員  株式会社松下設計 

構成員  住協建設株式会社 

構成員  株式会社協栄 埼玉支店 

次点者 応募事業者２ 入曽コミュニティパートナーズ事業共同企業連合体 

代表企業 株式会社内藤ハウス 埼玉営業所 

構成員  株式会社武蔵野建築研究所 

構成員  太平ビルサービス株式会社 
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５ 総評 

（１）審査の総評 

   本事業は、入間中学校跡地及び入曽乳児保育所跡地の利活用を図り、子育て支 

援拠点施設、公共広場、若い世代に向けた住宅用地を整備するものです。 

このうち、今回の審査対象であった子育て支援拠点施設及び公共広場（以下「施

設等」という。）は、子育て支援拠点施設を、子育て支援の中心的役割を担い、子

育てに関する包括的な支援を行う施設とし、公共広場を、地域住民の様々な活動

に利用できるとともに、地域の防災活動としても使用できることを想定したもの

です。 

このため、施設等の整備等にあたっては、官民連携手法により民間ノウハウの

活用を通じた財政負担の平準化と維持管理の効率化を図るとともに、子育てに関

する時代の要請に見合った機能の充実や中高生の利用促進が図られる等、施設等

の魅力向上が望まれております。 

今回、事業スキームや施設等の制約、求められる業務要求水準が多いなかで、 

  多くの事業者から本事業に対する関心を寄せていただき、最終的に２応募事業者 

から応募をいただいたことに深く感謝申し上げます。 

また、限られた公募期間の中で、両応募事業者から提出された提案書は、それ

ぞれの豊富な経験や実績に基づく創意工夫が随所に盛り込まれており、提案書の

作成にあたっての努力に対し、深く敬意を表します。 

  本審査委員会では、本事業に係る審査基準書に基づき、厳正かつ公正に審査を 

行った結果、大和リース株式会社さいたま支店を代表企業とするグループ「入曽 

地区子育て支援拠点施設等整備事業共同企業連合体」を最優秀提案者として選定 

しました。 

最も配点が高い評価項目である子育て支援拠点施設の諸室計画等については、 

両応募事業者が異なったアプローチによる提案となりました。 

この点について、最優秀提案者は、本市の保育所の状況等を十分に研究したう 

えで、豊富な実績を活かし、非常に具体的かつ実効性のある提案を行っているこ 

とが高く評価されました。 

また、本事業では子育て支援拠点施設のリース期間が約１０年となっており、

事業期間中における安定的な事業実施体制や事業収支計画が求められることから、

最優秀提案者はこれらの点についても大変評価できる提案となっておりました。 

最優秀提案者においては、業務要求水準や提案内容のみならず、以下に示す本 

審査委員会からの要望事項も踏まえたうえで、今後、狭山市と十分な協議を行い、 

対応に努めていただくことを望むものです。 

   また、本事業が若い世代を呼び込むための大きなきっかけとなり、子育て世代

や地域に愛される施設となることを期待しております。 
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【最優秀提案者に対する審査委員会からの要望事項】 

ア 子育て支援拠点施設から公共広場につながる「ふれあいロード」ついて、利用

者（特に子ども）の安全を確保できるように計画してほしい。 

イ 子育て支援拠点施設予定地の周辺住民への配慮をしっかりと行ってほしい。 

ウ 利用者の視点で施設計画を行うためのワークショップについては、大事なプロ

セスとなるため、事前準備や費用を確保したうえで、より良いプロセスで提案内

容を実現してほしい。 

エ 保育所の通園口が手前にあり便利ではあるが、セキュリティ面の運用について

はしっかりと取り組んでほしい。 

 

（２）提案内容に関する講評 

  各応募者の提案内容に対する評価や指摘事項等は、以下に示すとおりです。 

評価項目 入曽地区子育て支援拠点施設等整備事業共同企業連合体 

１ 事業計画に 

関する事項 

・事業実施体制として、企業グループの財務体質は特段問題がな

い。 

・同規模、木造・木質化を図った保育所の設計実績を有してい

る。 

２ 設計・施設 

整備等に関す 

る事項 

・全体的に具体的かつ実効性のある提案であることや審査委員会

の要望事項を取り入れた場合でも提案内容の骨格を維持したま

ま実現できる事業計画である。 

・全体を集約したコンパクトな平面計画となっており、施設整備

費を削減、または適切な㎡単価となるよう計画されている。 

・保育所と児童館の動線及び利用者と職員の動線の分離が明確で

ある。 

・会議室や相談室等、保育所と児童館の共用を想定する機能につ

いて適切な配置となっている。 

・保育所機能の諸室配置や園庭のまとまりなど、多年齢の園児の

交流が推進される計画となっている。 

特に遊戯室は、調理室と隣接しているため、ランチルームとし

ても活用でき、多年齢の園児が交流する場となることが期待で

きる。 

・０歳児室、１歳児室は、深い軒と前室があり、十分な採光を確

保できるよう配慮する必要があるが、開口部の提案を見るとよ

く検討されている。 

・一時保育室や２歳児保育室・３歳児保育室を可動間仕切りで２

室として利用する場合に、縦長のプロポーションとなるため、

上手く運用できるように再度検討が必要である。 
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・調理室の配置が適切で、スムーズな搬出入が可能であると同時

に、園児が日常的に調理風景を眺めることができ、食育につな

がる。 

・子育て支援拠点施設の魅力を高める提案として、県内施設か

ら、県産材使用の手作りの積み木が寄贈されるという点や外部

有識者の協力を得る計画としている。 

また、設計段階から市担当課や児童館・保育所とのワークショ

ップの実施を計画している点は、今後、施設が地域の方々に愛

着を持たれる施設にするためにも、地域住民とともにワークシ

ョップで計画するプロセスを共有することは重要である。 

・赤ちゃんの駅への登録に関する提案は、利用者に対する重要な 

配慮である。 

 

 

評価項目 入曽コミュニティパートナーズ事業共同企業連合体 

１ 事業計画に 

関する事項 

 

 

 

・実施方針・コンセプトとして示された「緑豊かな入曽コミュニ

ティパーク」は、類例がなく、魅力的である。 

・事業実施体制として、企業グループの財務体質は良好である。 

・市内の私立保育園の設計実績を有している。 

・事業収支計画について、一部不明瞭な点が見受けられた。 

２ 設計・施設 

整備等に関す 

る事項 

 

 

・大きなボリュームとせず、室ごとに分節化したスケールは、周

辺の住宅に圧迫感を与えることなく、周辺環境と調和した計画

となっている。 

・テラスにより回遊性をもつ施設構成は、子どもの行動特性を踏

まえた計画である。 

・子育て支援拠点施設予定地南側の住民へ配慮し、保育室を北側

に面するように配置している点はよく考えられた結果と思われ

るが、特に 4歳児・5歳児室の採光の確保が難しいと考えられ

る。 

・保育所の調理室から各保育室への配膳は、半屋外のテラスを通

して行うことになるため、運営者の意向とすり合わせる必要が

ある（ただし、成功事例もあるため、否定するものではない）。 

・会議室及び面談室等が保育所側にのみに配置されており、業務

要求水準を満たしているとは言い難いことや面接室はプライバ

シーに十分配慮する必要があることを踏まえると、運営者とよ

く相談したうえで諸室配置について再考が生じることが想定さ

る。 

 


