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1.本書の位置づけ  

八尾市立小学校普通教室等空調設備整備事業最優秀提案者選定基準（以下「選定基準」

という。）は、八尾市（以下「市」という。）が、八尾市立小学校普通教室等空調設備整

備事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者（以下「事業者」という。）の募集

及び選定を行うにあたって、最も優れた提案を行った応募者（以下「最優秀提案者」と

いう。）を選定するための方法及び評価項目等を示し、応募者の提案に具体的な指針を

与えるものであり、応募者へ公表する「八尾市立小学校普通教室等空調設備整備事業募

集要項」（以下「募集要項」という。）と一体のものとする。  

  

2.最優秀提案者選定の概要  

2.1.審査方法 

最優秀提案者の選定については、競争性、公平性及び透明性の確保に配慮したうえ 

で、応募者の提案を広く取り入れる観点から、募集要項及び「八尾市立小学校普通教室

等空調設備整備事業要求水準書」（以下「要求水準書」という。）に基づき、本事業に係

る対価及び提案内容等を審査し、評価を行う。 

 

2.2.最優秀提案者選定の体制 

（１）選定委員会 

審査にあたっては、八尾市立小学校普通教室等空調設備整備事業者選定委員会（以 

下「選定委員会」という。）において、応募者より提出された本事業に関する事業計画

の内容を記載した提案書及びその他関連書類等（以下「提案書等」という）の審査を行

い、最優秀提案者を選定する。 

なお、この選定委員会の審査内容は原則非公開とする。 

 

（２）事務局 

最優秀提案者選定に係る事務局は、八尾市教育委員会 教育政策課 学校園運営室 と

する。 

 

3.最優秀提案者選定方法  

3.1.選定方法の流れ 

最優秀提案者の選定は、二段階の審査により実施する。【図１ 審査の流れ】を参照。 
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第一次審査として参加資格や実績といった事業の遂行能力を確認する審査を行い、

第二次審査として提案価格の確認、要求水準の達成確認審査（基礎審査）、要求水準

以上の提案審査（加点審査）を行う。 

なお、提出された書類に疑義がある場合は、代表企業に内容の確認及び追加資料の

提出や個別ヒアリングを求める場合がある。また、確認の結果及び個別ヒアリングに

おける回答内容等については、提案内容と同様の扱いとし、本事業の契約上の拘束力

があるものとして取扱う。  

また、第一次審査の具体的な内容について、これを第二次審査に持ち越さないもの

とする。 

【図１ 審査の流れ】 

 

【3.2 第一次審査】
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 3.2.第一次審査  

提出された参加表明書等をもとに、事務局にて、資格審査と実績審査を実施する。 

資格確認書類の提出締切日後、応募者が募集要項「第３ 応募に関する条件等」に

掲げる応募資格を満たさないと判明した場合は失格（提案参加資格がない）とし、

平成 31 年１月 18 日（金）までにその旨を通知する。  

（１）資格審査  

提出された参加資格確認申請書類に基づき、募集要項「第３ 応募に関する条件等」

に定める参加資格要件を満たしているか審査を行う。参加資格要件を満たしていな

い場合は失格とする。 

 

（２）実績審査  

提出された参加資格確認申請書類に基づき、募集要項「第３ 応募に関する条件等」

に定める構成員の実績の要件について審査を行う。実績の要件を満たしていない場

合は失格とする。 

 

3.3.第二次審査  

提出された提案書をもとに、事務局にて、提案価格の確認、要求水準の達成確認審

査（基礎審査）を実施し、選定委員会にて、提案書及びプレゼンテーション、ヒアリ

ングの評価により、要求水準以上の提案審査（加点審査）を実施する。 

加点審査にあたり、応募者によるプレゼンテーション、選定委員会による応募者へ

のヒアリングを開催する。  

 

3.3.1.提案価格の確認  

事務局は、提出された価格提案書に記載した価格について、市が設定した提案上限

額を超えていないことを確認する。提案価格が提案上限額を超えている場合は、失格

とする。 

 

3.3.2.基礎審査  

(１)書類の不備及び未記入の確認 

事務局は、提出された提案書類を確認し、様式集に記載した必要書類を満たしてい

ることを確認する。提案書等に不備や未記入の書類がある場合は、失格とする。  
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(２)要求水準の達成確認  

事務局は、提案内容が要求水準に満たしているかを確認する。提案書には、要求水

準を満たすための対策等について、具体的な記載が必要となり、その内容が、要求水

準を満足する内容であるか確認できた場合、要求水準を達成していると判断する。  

 

3.3.3.加点審査  

（１）加点審査評価点の配点 

選定委員会は、提案書及びプレゼンテーション、ヒアリングを評価し、採点する。 

加点審査評価点は 170 点満点とし、【表１ 評価項目及び配点等】に示す評価項目

ごとの配点により、得点化する。 

【表１ 評価項目及び配点等】  

枝番 評価項目  配点  

①本事業の実施に関する項目  計 25 点  

1 事業実施における体制及びリスクへの対応  10 点  

2 事業実施における地域貢献  15 点  

②空調設備の整備に関する項目  計 135 点  

1 スケジュール及び設計・施工の実施体制の妥当性 85 点  

2 空調設備の特徴及びフレキシビリティへの配慮 35 点  

3 安全確保及び学校現場・周辺地域への配慮 15 点  

③空調設備の維持管理に関する項目  計 10 点  

1 効率的で有効な維持管理のあり方についての提言 10 点  

合計  170 点 

 

（２）評価項目及び配点基準の詳細 

別紙 1のとおりとする。 

 

（３）加点審査評価点の算出方法 

得点化に際しては【表２ 各評価項目の得点化基準】により提案内容を５段階で評価し、

得点を付与する。採点の際は、審査着目点別に得点を求め、その合計点で算出する。各審
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査員で採点したものの平均点を小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位までを求めたも

のをもって加点審査評価点とする。 

【表 2 各評価項目の得点化基準】  

評価 評価基準  得点化の方法  

Ａ ≪優≫ 配点×1.0  

Ｂ  配点×0.8  

Ｃ  配点×0.6  

Ｄ  配点×0.4 

Ｅ ≪可≫ 配点×0.2  

  

 3.3.4.価格点 

提案価格を対象として、下記基準に基づいて価格点を付与する。  

【表 3 価格点の得点基準】 

価格（税込） 得点 

1,570,000,000 円以上 1,575,000,000 円以下  0 点 

1,560,000,000 円以上 1,570,000,000 円未満 1 点 

1,550,000,000 円以上 1,560,000,000 円未満 2 点 

1,540,000,000 円以上 1,550,000,000 円未満 3 点 

1,530,000,000 円以上 1,540,000,000 円未満 4 点 

1,520,000,000 円以上 1,530,000,000 円未満 5 点 

1,510,000,000 円以上 1,520,000,000 円未満 6 点 

1,500,000,000 円以上 1,510,000,000 円未満 7 点 

1,490,000,000 円以上 1,500,000,000 円未満 8 点 

1,480,000,000 円以上 1,490,000,000 円未満 9 点 

1,470,000,000 円以上 1,480,000,000 円未満 10 点 

1,460,000,000 円以上 1,470,000,000 円未満 12 点 

1,450,000,000 円以上 1,460,000,000 円未満 14 点 

1,440,000,000 円以上 1,450,000,000 円未満 16 点 

1,430,000,000 円以上 1,440,000,000 円未満 18 点 

1,420,000,000 円以上 1,430,000,000 円未満 20 点 

1,410,000,000 円以上 1,420,000,000 円未満 22 点 

1,400,000,000 円以上 1,410,000,000 円未満 24 点 

1,390,000,000 円以上 1,400,000,000 円未満 26 点 

1,380,000,000 円以上 1,390,000,000 円未満 28 点 

  1,380,000,000 円未満 30 点 
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3.3.5.全体評価 

加点審査評価点（170 点満点）と価格点（30 点満点）を合計し、全体評価点（200

点満点）とする。  

 

3.3.6.最優秀提案者の選定  

審査の結果、全体評価点で最高得点を得た者を最優秀提案者として選定する。最高

得点が同点であった場合は、提案価格の低いものを選定する。なお、最高得点の提案

が複数あり、かつ、提案価格が同額の場合は、「3.3.3.加点審査」に定める「空調設

備の整備に関する項目」の点数（以下、「空調整備評価点」という。）が高いものを選

定する。最高得点の提案が複数あり、かつ、提案価格が同額で、空調整備評価点が同

点の場合は、くじ引きで選定する。 

応募者が 1社であった場合も入札参加資格審査及び提案内容審査を実施し、本事業

を実施する事業者として適切と判断された場合において、当該提案を優先交渉権者と

選定する。ただし、全体評価点が 100 点未満の提案は不採用とする。 



評価項目及び配点基準の詳細 （別紙１）

①本事業の実施に関する項目【 25 点】 

枝番 評価項目 審査着目点 様式

2
代表企業、構成員における役割分担、業務実施体制について、事業の特徴を
踏まえた工夫や配慮があるか。

様式6-2

2 市と効率的に連絡・調整する体制が明示されているか。

2 事業期間中に想定されるリスクの把握及び対策が適切であるか。

2 構成企業間のリスク分担が無理なく実効性があるか。

2 リスクに対する管理体制は妥当であるか。

2
事業実施において、市内の企業活用や資材調達など地域経済へ貢献すること
に配慮されているか。

様式6-3

13 当該評価点 ＝ 13点 ×（市内業者への契約予定額割合）

②空調設備の整備に関する項目【 135 点】

枝番 評価項目 審査着目点 様式

15
設計と施工の連携、企業間の連携、複数の現場、限定された施工期間等、事
業の特徴を踏まえた基本方針が提案されているか。

様式7-2

15
設計・施工や各種調整、検査等に要する時間や段取りを十分に考慮し、確実
かつ妥当なスケジュールとなっているか。

様式7-3

15
スケジュール通りに事業を遂行するため、具体的な工程が想定され、実行で
きる体制が整っているか。

40
可能な限り早い時期（平成31年の６月～９月の間が望ましい）に空調設備を
使える状態にできる計画になっているか

10
敷地内や校舎等に関する条件に留意のうえ、それらに見合った機器及びエネ
ルギーが検討、選定されているか。

様式7-4

5
空調稼働期間中、快適で健康的な室内環境を提供できるような配慮がなされ
ているか。

5 機器や空調システムの選定は省エネルギーに配慮しているか。

5
災害発生時に安定的なエネルギー供給等が可能な実効性の高い提案となって
いるか。

5 故障時の影響範囲を小さくする配慮・工夫はされているか。

5
将来の学校改修や改築時に伴う移設等を見据えた機器の汎用性や可変性に関
する配慮や工夫があるか。

5
施工期間中の学校現場や近隣住民へ配慮及び安全の確保が、具体的かつ実効
性があるものとなっているか。

様式7-5

5
室外機設置に伴う教育環境・活動及び学校周辺地域への影響（騒音、振動、
温風、臭気等）を低減又は適切に対策するよう配慮されているか。

5 導入機材の設置時及び運用時における安全確保は適正であるか。

③維持管理に関する項目【 10 点】

枝番 評価項目 審査着目点 様式

5
本事業により整備された施設（既存の施設を含めても良い）について、効率
的で有効なメンテナンスについての体制や方法について具体的な提言がなさ
れているか。

様式8-2

5
本事業により整備された施設（既設の施設を含めても良い）について、光熱
水費を削減できる方法について具体的な提言がなされているか。

1
効率的で有効な
維持管理のあり方
についての提言

10

配点

配点

配点

空調設備の特徴

フレキシビリティ
への配慮

20

15

1
事業実施における
体制及びリスクへ
の対応

10

2
事業実施における
地域貢献

15

3
安全確保及び学校
現場・周辺地域へ
の配慮

15

スケジュール及び
設計・施工の実施
体制の妥当性

1 85

2


