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注 1： 審査における公平性確保の観点から、応募グループの実名称は伏せて審査をしました。 

注 2： 本議事録では、応募グループの名称は全て“○グループ”で表記しています。また、各委員

からの発言は全て“委員”で表記しています。 

注 3： 本議事録では、応募グループの固有のノウハウに係る部分は省略しています。なお、応募グ

ループの固有のノウハウ保護の観点から、本議事録に関するご質問にはお答えできません

のでご了承ください。 

注 4： 第 5 回有識者委員会において、提案内容に関するヒアリングを実施しましたが、応募グルー

プの固有のノウハウが多く含まれている為、ヒアリングの内容及び質疑応答は省略していま

す。 
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第 1 回 大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 有識者委員会 

 

日時 ： 平成 28 年 9 月 26 日（月） 14 時 00 分～16 時 00 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館 203 会議室  

 議題 

≪報告事項≫ 

１．大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業スケジュールについて 

２．実施方針（案）の概要について 

３．業務要求水準書（案）の概要について 

４．特定事業の選定（素案）について 

５．事業者の選定手順、配点（案）について 

≪審議事項≫ 

１．審査の方法（案）について 

 

≪報告事項≫ 

１．大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業スケジュールについて 

事務局より「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業スケジュール」を説明。 

 

２．実施方針（案）の概要について 

事務局より「実施方針（案）の概要」を説明。 

委員： 応募者を構成する企業の変更は原則認めないこととされているが、海外の JV

（ジョイント・ベンチャー）型の事例では、構成する企業の変更を認めなかった

ために、事業そのものが頓挫してしまったものもあると聞いている。国内の PFI

事業である本事業では変更を要する事態に陥る可能性は少ないとは思うが、

念のため、変更が生じた場合の取扱についてご留意いただきたい。また、民間

収益事業は福利厚生サービス提供業務における食堂や売店の運営とは別と

いう認識で良いか。 

事務局： 応募者を構成する企業（構成員（代表企業を含む）と協力企業）には、提案時

の体制で業務を実施することを原則としている。また、民間収益事業と福利厚

生サービス提供業務は別の位置づけである。 

委員： 地方自治体の PFI 事業における食堂運営は、当初の想定ほど利用者が集まら

ず、採算が取れていない話を聞くことがある。本事業の立地を鑑みるに利用者

が集まらないことはないとは思うが、福利厚生サービス提供業務の採算が確保

できるように、事業条件等はご留意いただきたい。また、本事業はWTO政府調

達協定の対象であるため、広く応募者を募るという趣旨により、外資企業の応

募を制限することはできないはずだが、現状の参加資格要件で応募可能な外
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資企業は存在するのか。現状の参加資格要件により、当該協定の趣旨に反し

て外資企業の参入を制限してしまっていないか、改めて確認してもらいたい。 

事務局：    外資企業の参加資格要件の状況について、確認する。 

 

３．業務要求水準書（案）の概要について 

事務局より「業務要求水準書（案）の概要」を説明。 

委員： 工事監理業務は、SPC の構成企業が実施するという理解で良いか。民間事業

者によっては、外部の企業に工事監理業務を委託することもある。 

事務局： SPC の構成企業が自ら工事監理業務を実施することを想定している。なお、工

事監理業務を実施するにあたり、建築工事標準仕様書の適用を規定しており、

その中での品質管理システムが適用されることとなり、従前から国の監督職員

が行ってきた工事監理と同様の水準を想定している。 

委員： 本施設は、災害応急対策活動を行う拠点として、災害時のコントロールセンタ

ーとなるが、業務要求水準書（案）における要求水準はハード面に関するもの

のみという認識で良いか。ソフト面の運用において、事業者に求める業務や連

携が必要になるのであれば、それに関する要求水準も必要であり、応募者に

災害応急対策活動を行う拠点としての重要性を認識してもらう必要があるので

はないか。また、事業者の行うソフト面の対応で、どのようなことが考えられる

か。 

事務局： 災害発生時には、国の災害対策本部との連携が必要になる。熊本地震の際に

熊本合同庁舎では、他の地方整備局からの応援部隊を受け入れ活動したが、

そうした応援部隊にもうまく対応し、コントロールができるような工夫も、国の合

同庁舎の機能として必要であると考えている。また、事業者の行うソフト面の対

応としては、発災後の庁舎の状況確認方法などで提案が考えられる。 

 

４．特定事業の選定（素案）について 

事務局より「特定事業の選定（素案）」を説明。 

委員： 民間事業者が提案に活かすことができるように、VFM の源泉を説明しておく必

要があるのではないか。 

事務局： 特定事業の選定は、要求水準を満たしている状態を想定し、定まったルール

の元で算出した結果と、官が自ら実施するものとして算定した結果とを比較し、

VFM が確保できていることを示すものであり、民間事業者が提案に活かすこと

ができる点としては、事業者の選定基準が参考になるのではないか。 

 

５．事業者の選定手順、配点（案）について 

事務局より「事業者の選定手順、配点（案）」を説明。 
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委員： 基礎点と加点の配点割合を 1 対 1（500 点：500 点）とする案の理由をご説明い

ただきたい。基礎点は要求水準（必須項目）を充足していれば満点が付与され

るとすると、基礎点の配点を何点にしたとしても、最終的には加点のみで評価

されるということになるのか。 

事務局： 応募者に対する評価を考えたとき、要求水準をどのように解決するか、という提

案を基礎点として、要求水準を達成していることを確認し、評価することで基礎

点は満点となると考えている。ここで、加点割合を高めれば提案による差が生

じやすくなるが、加点要素が、要求水準の延長上の提案で、発注者が指定す

る部分における加算であることからも、基礎点部分を評価点の中に入れるのは

妥当なものと考える。また、先行する多くの官庁営繕 PFI 事業の前例にも鑑み、

加点割合を高め、基礎点と加点の配点割合を 1 対 1 とした。 

 

≪審議事項≫ 

１．審査の方法（案）について 

事務局より「審査の方法（案）」を説明。 

事務局： 特に維持管理・運営業務については、応募者間で提案の差がつきにくい傾向

があるため、より良い具体的な提案を求められるよう、評価基準の表現を工夫

した方が良い、とのご意見を委員より別途いただいている。当該意見を踏まえ、

評価基準の表現は引き続き検討を行うことで考えている。 

  委員：    周辺地域・環境との調和の「公園とまちをつなぐ大手前地区にふさわしい施設

整備」において、「地域のニーズを捉え、多様な働き方を援助、受容する優れ

た提案となっているか」という提案の部分が、民間収益事業による提案の評価

と区別がつきにくい。 

  委員：   事務局で検討をお願いします。 

委員： 評価基準の一つに「セキュリティの確保と開放的な空間整備の両立」とあるが、

セキュリティの確保を重視する入居官署が含まれることを踏まえると、これらの

二つの要素はトレードオフの関係となってしまうため、それぞれ別の評価項目と

した方が良いのではないか。 

事務局： 施設整備の項目ではセキュリティ面も十分に考慮する必要があるが、周辺環境

との調和という観点から閉鎖的になりすぎないような工夫も必要である。再度整

理させていただきたい。なお、ここでは、執務空間でのセキュリティについての

提案をイメージしており、昨今の執務空間内におけるセキュリティレベルの設定

が一律にならない中で、執務室内にどのような職員等に対する開放性を作り出

し、仕事の中での一日の生活リズムを良いものにするような提案を期待してい

る。 

委員： 加点項目の一つである「災害応急対策や広域後方支援活動拠点としての機
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能への対応」のうち、重視する点として、「地震災害にかかるリスクの低減と、事

業継続に配慮した施設整備」が挙げられているが、この内容は加点項目として

ではなく、施設整備に係る要求水準として基礎点の要素に求めるべき内容で

はないか。加点項目としてしまうと、当該内容に係る加点がゼロであっても、他

の要求水準を充足していれば良い、ということになってしまう。 

事務局： 当該点については、これまでの官庁営繕で設定している耐震性にかかる整備

水準を確保した建物の熊本地震後の状況を見る限り、耐えられるものと考えて

おり、それが、施設整備の要求水準として設定され、かなり高いレベルを求め

ている。そうしたものへの解決方法として、民間事業者の最新のノウハウ・技術

を導入するインセンティブが働くように、加点項目として設定している。なお、本

事業と同等レベルの要求水準を設定し、その水準を満たした過去事業におい

て、これまで重要な機能停止にまで陥った事例はない。 

委員： 有識者委員会で加点項目審査を行うことは理解したが、実際に入居される官

署の職員の意向も踏まえて評価に反映する必要はないか。 

事務局： 各入居予定官署とは、相手からの要望、要求水準の中身について、これまで

調整をしてきており、その結果として、現在の要求水準が作られている。従って、

要求水準を充足して基礎点を獲得した応募者グループの提案であれば、各入

居官署の意向は満たしていることになる。 

委員： 加点項目審査（採点）の方法については、部会制の採用も含めて事務局から

示された当案を採用して今後進めていくこととする。 

 

 

 

以 上 
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第２回 大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 有識者委員会 

 

日時 ： 平成 29 年 2 月 24 日（金） 14 時 00 分～16 時 00 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館 203 会議室  

議題 

≪報告事項≫ 

１．実施方針に関する質問回答の状況について 

２．入札公告資料について 

３．入札公告以降のスケジュールについて 

≪審議事項≫ 

１．加点項目の審査・採点方法について 

２．評価基準及び事業提案書に求める記載上の留意事項について 

 

≪報告事項≫ 

１．実施方針に関する質問回答の状況について 

事務局より「実施方針に関する質問回答の状況」を説明。 

委員： 民間事業者から数多くの質問があったようだが、民間事業者の質問を踏まえて

これまで検討してきた本事業に係る前提条件を大きく変更するような内容はな

いという認識で良いか。 

事務局： そのように認識している。実施方針の内容確認の意味合いが強い質問が多く、

そうした質問に対しては、「ご理解のとおりです。」と回答しているほか、一部の

質問に対しては検討経緯を踏まえた国の考え方を示した。また、民間事業者

から本事業に対する要望を述べるような質問もあったが、これまでに事務局で

十分に検討した経緯があるので、条件を大きく変えることはしていない。 

 

２．入札公告資料について 

事務局より「入札公告資料」を説明。 

 

３．入札公告以降のスケジュールについて 

事務局より「入札公告以降のスケジュール」を説明。 

委員： 本事業の工期はどの程度の期間を想定しているか。また、予定価格の決定時

期はいつ頃か。 

事務局： 施設整備期間は平成 29 年度末から平成 33 年度末の約 4 年間、維持管理期

間はその後、平成 43 年度末までの 10 年間である。予定価格の決定時期は第

二次審査資料・入札書の提出期限前を想定している。 

委員： 入札公告以降のスケジュールを見ると、決して余裕があるわけではないので、
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各種書類作成や手続き等、手戻りが無いように準備してもらいたい。 

 

≪審議事項≫ 

１．加点項目の審査・採点方法について 

事務局より「加点項目の審査・採点方法」及び「評価素案作成担当」を説明。 

委員：   有識者委員会とは別に施設計画部会と事業計画部会を設けたうえで、各部会

の委員が担当評価項目の評価素案を作成し、それを各部会で協議の上で評

価案として取り纏め、最終的に有識者委員会に諮るとのことだが、加点項目の

一つである「良質かつ安定した福利厚生サービスの実施方法」は、いずれの部

会でも審査対象として割り振られている。どのように審査を行うことを想定してい

るのか。 

事務局： 加点項目の一つである「良質かつ安定した福利厚生サービスの実施方法」は

「福利厚生サービス提供業務に係る実施計画」と「サービス提供内容」という二

つを評価項目にわかれているが、このうち、施設計画部会では、福利厚生サー

ビスの提供内容の観点で評価し、事業計画部会では独立採算方式を中心とし

た実施計画・収支計画の面で評価していただきたい。ただし、他の加点項目と

同様に、最終的には有識者委員会にて合議の上で、審査結果として取り纏め

ていただくことを想定している。 

委員： 各加点項目を評価素案の作成担当として割り振られた専門の委員が審査して

各部会の評価案を土台とする手法には賛成である。ただし、委員によって審査

の観点は異なるため、評価素案の作成において複数の委員の視点を取り入れ

る必要があるのではないか。 

事務局：     主担当と副担当のように評価素案を 2 名 1 組で作成することも考えられる。審

査の具体的な手法については、各部会の中で調整いただきたい。 

委員：    各加点項目が完全に独立であるわけではなく、加点項目の一つである「良質

かつ安定した福利厚生サービスの実施方法」のように審査が各部会に跨る加

点項目もある。そのため、各加点項目の審査にあたって前提となる考え方や委

員間の認識を共有しておく必要があるのではないか。各部会における審査の

前提となる部分が揃っていなかったという事態は避けたい。 

事務局：     各加点項目の「評価基準」と「記載上の留意事項」に評価の視点や民間事業

者が提案を行う際の留意事項を記載しており、全体の整合がとれるようにして

いるので、内容を確認していただきたい。事業提案のヒアリングを経て、第 6 回

有識者委員会にて最終的な審査結果のとりまとめを行う予定であるので、その

時点ではお互いに認識の齟齬がないようにしていただきたい。 

委員： 各委員の認識の齟齬がないようにした上で、事業提案のヒアリングで疑問点等

を確認する方が良いのではないか。 
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委員：   事業提案のヒアリング当日に、評価の目線合わせや提案の中身に関する意見

交換の時間を設けてもよいかもしれない。 

委員：   本日の各委員の意見を踏まえ、第 4 回～第 6 回の有識者委員会の間の審査

の段取りや各委員で調整しておくべき内容等を次回の有識者委員会までに事

務局にて検討していただきたい。 

 

２．評価基準及び事業提案書に求める記載上の留意事項について 

事務局より「評価基準及び事業提案書に求める記載上の留意事項」を説明。 

委員： 各加点項目によって提案書の枚数が異なるが、基本的には、提案書の枚数と

加算点は連動しているという理解で良いか。 

事務局： 内容にもよるが、基本的にはご理解のとおりである。 

委員： 民間事業者には、提案内容もさることながら、なぜそのような提案内容に至っ

たかというプロセスや根拠を記載してもらうようにした方がいいのではないか。

例えば、加点項目の一つである「事業者による事業の調整」では、「リスクの管

理方策」を重視する点としているが、事業者により付保される保険の内容が羅

列されているのではなく、どのような考え方に基づき当該保険を付保したかとい

う前提の記載が重要である。 

委員： 各加点項目の審査の観点からも、提案内容の羅列ではなく、提案に至った経

緯・考え方が記載されていた方が、適切な審査ができると思われる。そのような

意味でも、事業全体に共通する提案コンセプトや事業に対する応募者のスタン

ス・意欲等を提案書の前段で記載してもらうのはどうか。 

委員： 「事業の実施体制」における「記載上の留意事項」では「経営理念」の記載を求

めているが、抽象的な表現であり、具体的にどのような内容を記載してもらうこ

とを想定しているのかわかりにくい。また、SPC の代表企業や構成員の社債の

格付等の評価にあたり、東京に本社がある企業の格付が評価されたとしても、

それが本事業を実施することが想定される大阪支社の対応力・信用力等をそ

のまま表すとは限らない。加点項目の審査においてどの程度考慮すべきか判

断が難しい。 

委員： 経営理念はそれを実行できる統治（ガバナンス）体制が伴って初めて意

味があると思われるため、これらは合わせて評価すべきではないか。 

事務局：     ご指摘の箇所については事務局で記載内容を再度、検討する。 

委員： 大阪第 6 地方合同庁舎（仮称）に入居予定の官署は決まっているのか。 

事務局： 入居予定官署は、近畿管区警察局、近畿管区行政評価局、大阪法務局、近

畿公安調査局、近畿地方整備局（管理予定官署）、大阪航空局の 6 官署であ

る。特に近畿公安調査局や近畿管区警察局はセキュリティ面の対応が必要で

あるため、業務要求水準書にて、設置する階の配置や動線計画への配慮を求
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めている。 

委員： 加点項目の一つである、「入居官署の特性を考慮した安全で快適な空間の創

造」では、重視する点を「ユニバーサル社会の視点に立った施設整備」として

おり、障害者のみならず年齢、国籍、身体的能力格差に対して優れた提案を

求めることとされているが、身体的特徴に焦点を置いているような誤解を招きか

ねないため、表現を修正していただきたい。 

委員： 民間収益事業として国が期待している具体的な用途は示すのか。 

事務局： 独立採算方式であるため、まずは事業の確実性と安定性を求めることとし、具

体的な用途は示さない方針としている。ただし、参考資料として公表する職員

を対象としたアンケート結果の中で、いくつかの施設で要望が示されているが、

これはあくまでも職員のみを対象としたアンケート結果であるため、民間事業者

が独自に市場調査等を行い、本事業の地域性等を踏まえて提案してもら

うことを期待している。 

委員： 10 年間という長期の事業期間中に、民間収益事業として成立しなくなる（採算

が取れない）、周辺環境が大きく変化する等の場合には、当該期間中に当初

の民間収益施設を撤去して新たに別の用途の民間収益施設を設置することは

考えられるのか。 

事務局：     基本的には事業期間中の民間収益施設の用途の変更は想定していない。 

委員： 民間収益事業の事業スキームはどのような形態を想定しているのか。また、売

上連動で使用料が変動することも想定しているか。 

事務局：     行政財産の使用許可又は貸付を想定しており、法令上、売上連動で使用料を

変動させることはできない。 

委員： 加点項目の審査は「評価基準」に従って行うという認識で良いか。民間事業者

が建築的観点から我々の想定を超える優れた提案をしてきたとしても、評価基

準に一致したものがなければ加算点の対象にはならないということでよいか。

例えを出すのは難しいが、工期を大幅に短縮した提案は評価の対象になるの

か。 

事務局：     要求水準書において、国への引渡予定日を予め条件設定しており、工期短縮

の提案そのものは評価の対象にならない。もちろん工期短縮により事業者のコ

スト削減余地はあるかもしれないが、この部分は入札価格の中に織り込まれて

いるはずである。 

 

 

以 上
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第 3 回 大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 有識者委員会 

 

日時 ： 平成 29 年 6 月 8 日（木） 10 時 00 分～11 時 00 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館大会議室  

 議題 

≪報告事項≫ 

１．特定事業の選定結果について 

２．入札公告以降のスケジュールについて 

３．入札説明書に対する質問状況について 

≪審議事項≫ 

１．事業提案審査のフロー（案）について 

 

≪報告事項≫ 

１．特定事業の選定結果について 

事務局より「特定事業の選定結果」を説明。 

委員： 特定事業の選定結果では、定量的評価の結果としての VFM は 7.27％とい

うことだが、官庁営繕等の他の PFI 事業における VFM はどの程度か。 

事務局： 全ての事例を把握しているわけではないが、大阪など主要な都市部における

大規模な PFI 事業では、VFM が大きくなることもある。ただし、過去の

官庁営繕等の他の PFI 事業では、VFM の算定根拠としての割引率を

4.00％と設定していたが、本事業では、「VFM（Value For Money）に関

するガイドライン」を踏まえ、割引率を 2.60％と設定している。割引率

で VFM に影響を生じるが、従前の PFI 事業と比較して 7.27％という値

は妥当なものであると考えている。 

委員： 本事業は事業期間が長期に渡る事業であるが、VFM の算定の前提条件と

して、将来の物価上昇率を加味しないのはなぜか。過去の官庁営繕 PFI

事業の中には、事業開始後の物価変動の影響が大きく、事業開始後に国

と事業者との間で、物価変動の取り扱いについて議論があったと聞いて

いる。 

事務局： VFM の算定においては、将来の物価変動リスクについては、リスク調整により

加味している。なお、事業開始後の変動については事業契約書に物価等の

変動に基づく本件工事費の改定に関する条項を設けている。 

 

２．入札公告以降のスケジュールについて 

事務局より「入札公告以降のスケジュール」を説明。 

委員： 入札公告以降のスケジュールに余裕があるわけではないので、各種書類作成
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や手続き等、事前に調整が必要な事項があれば調整いただきたい。 

事務局：     承知しました。 

 

３．入札説明書に対する質問状況について 

事務局より「入札説明書に対する質問状況」を説明。 

委員： 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第 1 回）としては、全部で 35 問

の質問があったということだが、質問の傾向としてはどのようなものがあったか。 

事務局： 第 1 回の質問回答は、参加資格要件等に関する質問に対してであり、本

事業の前提条件を大きく変更する必要があるような質問はなかった。な

お、補足説明が必要と判断した質問に対しては、入札説明書・同添付資料

等に関する補足説明（第 1 回）にて、補足説明をしている。 

 

≪審議事項≫ 

１．事業提案審査のフロー（案）について 

事務局より「事業提案審査のフロー（案）」を説明。 

委員： 本事業の立地である大阪市内においても、都市直下型地震のような突発

的な災害が起こる可能性があるが、そうした不可抗力として想定以上の

災害等への対策に関する提案があった場合はどのように評価すれば良い

か。本委員会の有識者委員では災害等への対応に関して専門でないよう

に思う。別途、専門家に意見聴取を行うことは想定されるか。もしそのよう

な場を設ける必要があるのであれば、審査のフローに追加していただきたい。 

事務局： 本委員会では、事業者の提案を評価していただくが、提案段階では、業

務要求水準書に対する災害等への対応について審査をいただくことになる。

災害等への具体的な対応方法については、事業者決定後に実施設計等を行

う段階で、整備局において事業者と協議しながら対応を検討することを想

定している。 

委員： 事業者選定後にそうした災害等への具体的な対応方法を検討する際には、本

委員会のように専門家の意見を聴取する必要があるのではないか。 

事務局：     専門家の意見も参考にしつつ、検討を進めたいと考えている。有識者委員の

皆様にもご意見を伺う可能性があるので、その際にはご協力をお願いしたい。 

委員：    第５回有識者委員会における事業者ヒアリングの時間の内訳として、１グルー

プにつきプレゼンテーション２０分、質疑応答４０分が設定されているが、事業

者の提案内容をより深く理解するためと、質問回答は可能な限り書面でのやり

取りが望ましいと思っており、時間配分について、プレゼンテーション３０分、質

疑応答３０分としても良いのではないか。 

委員： 事業者としても、書面ではなく、直接発注者に伝えたい内容があることも想定さ
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れるため、質疑応答の時間の枠を長めに設定した方が良いと考えている。 

事務局： 質疑応答の時間は余裕を持って４０分と設定している。なお、プレゼンテーショ

ン２０分と質疑応答４０分は制限時間として設定しているため、特段質疑がない

場合等は早めに終えることもある。 

委員：   各部会での審査結果案を踏まえて、有識者委員会にて合議により審査を行う

ことになるが、事業者の選定は必須項目審査の結果と加点項目審査の結果の

点数を基準として行われるという理解で良いか。また、各部会の審査結果に対

して、意見がある場合に協議できる場はあるのか。 

事務局：    本事業では、加点項目審査について、各委員の採点結果の平均点を以て、有

識者委員会の審査結果とするわけではないので、各部会での審査結果に対し

て意見がある場合は、有識者委員会にて、必要に応じて協議していただくこと

になる。また事業者の選定は、審査結果の点数と入札価格を以て行われる。 

委員： 異議がないようですので、事業提案審査フロー（案）をもって今後の審査を進

めることとします。 

 

 

以 上 
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第 4 回 大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 有識者委員会 

 

日時 ： 平成 29 年 10 月 16 日（月） 10 時 00 分～11 時 50 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館大会議室  

 議題 

≪報告事項≫ 

１．事業スケジュール等について 

２．入札説明書に対する質問状況等について 

３．第一次審査及び第二次審査（必須項目）状況について 

４．第二次審査ヒアリングの実施について 

≪審議事項≫ 

１．各応募者の提案概要について 

２．評価素案について 

３．事業提案の再確認事項（案）について 

 

≪報告事項≫ 

１．事業スケジュール等について 

事務局より「事業スケジュール等」を説明。 

 

２．各応募者の提案概要について 

事務局より「入札説明書に対する質問状況等」を説明。 

 

３．各応募者の提案概要について 

事務局より「第一次審査及び第二次審査（必須項目）状況」を説明。 

 

４．各応募者の提案概要について 

事務局より「第二次審査ヒアリングの実施」を説明。 

委員： 第二次審査ヒアリングでは、各応募グループに具体的にどのような質問をする

ことを想定しているか。評価素案の確認事項にも記載しているが、各応募グ

ループに共通の質問をしたいと考えている。 

事務局： 各応募グループの提案を評価する上で、確認が必要と判断された質問をして

いただくことを想定している。また、各応募グループへの共通の質問が一問一

答形式のようであれば、第二次審査ヒアリングの実施前に各応募グループに配

布する再確認書でも確認は可能である。再確認事項は、評価素案における確

認事項として記載された内容をもとに、「事業提案の再確認事項（案）（加

点項目）」に記載しているのでご確認いただきたい。再確認事項は、本委員会
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の審議内容を踏まえて、事務局で加筆・修正の上で、有識者委員の皆様に共

有する。 

 

≪審議事項≫ 

１．各応募者の提案概要について 

事務局より「各応募者の提案概要」を説明。 

 

２．評価素案について 

各委員より「評価素案」を説明。 

委員： 評価素案の評価内容を踏まえて各部会（事業計画部会、施設計画部会）とし

て合議するためには、意見交換の時間を確保する必要がある。各部会（事業

計画部会、施設計画部会）では、各応募グループの提案の具体性・実現性に

ついて、改めて確認して評価をしていきたい。 

事務局： 第二次審査ヒアリングまでに、各委員間で適宜意見交換をしていただきたい。

評価の修正等があれば事務局に連絡いただければ、各委員に共有する。また、

第二次審査ヒアリングと同日に、各部会（事業計画部会、施設計画部会）と第５

回有識者委員会にて意見交換をしていただく時間を確保しており、時間はそ

れぞれ１時間程度を予定しているが、十分な意見交換を行うための時間を確

保するため、時間配分については事務局として再検討する。 

委員： 国として要求水準以上の提案として具体的にどのような提案を評価したいか、

要望等があれば評価にも反映したいので、共有いただきたい。 

事務局： 要求水準として記載している内容が各応募グループに求める共通の水準であ

る。 

 

３．事業提案の再確認事項（案）について 

事務局より「事業提案の再確認事項（案）」を説明。 

委員： 再確認事項の各応募グループの回答はいつ共有されるのか。 

事務局： 各応募グループからの回答を受領し次第、共有する。10 月 25 日（水）を

各応募グループの回答期限としている。 

委員： 本日、各委員から審査の状況の説明をいただきました。説明をふまえて、引き

続き審査を進めていただけるようにお願いする。他の審議事項については了

承とし、事務局で対応をお願いする。 

 

以 上 
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第５回 大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 有識者委員会 

 

日時 ： 平成 29 年 11 月 1 日（水） 19 時 40 分～20 時 20 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館大会議室  

 議題 

≪報告事項≫ 

１．部会（事業計画部会/施設計画部会）の審査結果案について 

≪審議事項≫ 

１．委員会審査結果案について 

 

≪報告事項≫ 

１．部会（事業計画部会/施設計画部会）の審査結果案について 

第二次審査ヒアリングを踏まえた部会（事業計画部会/施設計画部会）の審査結果案につ

いて、各部会委員よりそれぞれ説明。 

 

≪審議事項≫ 

１．委員会審査結果案について 

委員： 部会（事業計画部会/施設計画部会）の審査結果案について異議はないか。 

一同： 異議なし。 

委員： 委員会として異議がないことを確認できたため、委員会の審査結果案として了

承とする。 

 

 

 

以 上 

  



15 
 

第６回 大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 有識者委員会 

 

日時 ： 平成 29 年 11 月 8 日（水） 14 時 30 分～15 時 30 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館大会議室  

 議題 

≪委員会報告≫ 

１．委員会審査結果案の確認及び最終報告 

≪審議事項≫ 

１．委員会審査講評案について 

 

≪委員会報告≫ 

１．委員会審査結果案の確認及び最終報告 

委員： 委員会審査結果案について、再度確認を頂きましたが異議はないか。 

一同： 異議なし。 

委員： 委員会として異議がないことを確認できたため、委員会の審査結果として了承

とし、国への最終報告とする。 

 

≪審議事項≫ 

１．委員会審査講評案について 

委員： 委員会審査講評案について異議はないか。 

一同： 異議なし。 

委員： 委員会として異議がないことを確認できたため、委員会の審査講評案と

して了承とする。 

 

以 上 
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 事業計画部会 

 

日時 ： 平成 29 年 11 月 1 日（水） 17 時 00 分～18 時 30 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館 202 会議室  

 議題 

1．評価素案について 

A-1. 事業の実施体制 

A-2. 事業者による事業の調整（事業全体のマネジメント方針） 

A-2. 事業者による事業の調整（リスク管理方策） 

A-2. 事業者による事業の調整（モニタリングの実施方針） 

A-3. 事業者の経営等（事業収支計画、資金調達・債務償還計画） 

D-2. 良質かつ安定した福利厚生サービスの提供 

E-1. 民間収益事業の提案 

 

1．評価素案について 

 

≪A-1. 事業の実施体制≫ 

委員： 〇グループ、〇グループそれぞれの第二次審査ヒアリングで経営と執行の分

離に関する具体的な内容を確認できたので、当該視点で加点とする方針で変

更はない。 

委員： 〇グループはリスク・保険に関する具体的かつ効果的な提案をされており、そ

の内容を再確認書と第二次審査ヒアリングで確認ができた。 

事務局： 要求水準上は総括代理人の配置という点だけを求めているが、〇グループ、

〇グループ、〇グループは、総括代理人の役割について、提案がされている。 

委員： 事業が開始してからでなければ判断が難しいポイントではあるが、総括代理人

がどのような役割を果たすかが重要であると考える。また、〇グループのみ総

括代理人の役割に関する具体的な提案をしておらず、それを補完する具体的

な仕組みも第二次審査ヒアリング等で確認できなかったため、評価ランクを修

正する。 

委員： 〇グループは資本金と劣後ローンの設定金額が他の応募グループと比較して

少額であるが、事業実施に大きな影響はないと考えているので、資本金と劣後

ローンの金額の視点ではいずれの応募グループも同程度の評価としてよいと

考える。 

 

≪A-2. 事業者による事業の調整（事業全体のマネジメント方針）≫ 

委員： いずれの応募グループも ICT 活用による効率化策の提案をしており、当該点
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については同程度の評価としている。また、要求水準の変更に対する機動性

についても、いずれの応募グループも提案内容に大きな差はないため、同程

度の評価としてよいと考える。 

委員： 事業終了時の引き継ぎ体制についても、各応募グループによって準備期間等

に差はあるものの、提案内容自体に大きな差があるわけではない。 

委員： 上記を踏まえ、〇グループ、〇グループの評価ランクを修正する。 

 

≪A-2. 事業者による事業の調整（リスク管理方策）≫ 

委員： 〇グループは、リスクの抽出や重点管理リスクへの対応方法も具体的に明示さ

れている。また、帰責者が特定できない場合の損害への対応も具体的であり、

リスク管理方策の観点で評価している。他の応募グループはリスクのパススル

ーの観点で評価ができるものの、〇グループの提案内容とは違いがある。評価

ランクとしては、変更の必要はないものとする。 

 

≪A-2. 事業者による事業の調整（モニタリングの実施方針）≫ 

委員： 各応募グループから提案されているセルフモニタリング、第三者モニタリング等

といった多面的なモニタリングについては、本事業の規模に鑑みれば必須なも

のであり、特段加点に差がつく要素としては考えてはいない。 

委員： 多面的なモニタリングと監査の観点からは、いずれの応募グループも同程度の

提案であると考えられるので、〇グループの評価ランクを修正する。 

 

≪A-3. 事業者の経営等（事業収支計画、資金調達・債務償還計画）≫ 

委員： 〇グループのみ配当の考え方が他の応募グループとは異なる計画となっ

ており、事業者の財務安定性という意味で他の応募グループと提案内容

に違いがある。なお、評価ランクとしては、変更はないものとする。 

 

≪D-2. 良質かつ安定した福利厚生サービスの提供≫ 

委員： 〇グループは、業務改善（メニューの見直し等）を提案しているが、一般的に実

施されている施策であるため、評価を変更しないことで良いか。 

委員： 異議はない。なお、緊急時対策の観点で、〇グループが評価できる。また、〇

グループと、〇グループは運営の一部がマイナス収支となっているが、その他

の福利厚生サービスの収支でカバーする計画となっている。収支がマイナスと

なっていることは業務の実態を踏まえた計画であり、それ自体が問題とは思わ

ない。 

委員： それでは評価ランクとしての、変更はないものとする。 
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≪E-1. 民間収益事業の提案≫ 

委員： 〇グループの提案については、回数などを含め地域住民による自主的な地域

活動を促せるような取組みとなれば、さらに魅力的な提案であったと考える。 

委員： それでは評価ランクとしての、変更はないものとする。 

 

 

以 上 
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 施設計画部会 

 

日時 ： 平成 29 年 11 月 1 日（水） 17 時 00 分～18 時 20 分 

場所 ： 大阪合同庁舎１号館別館大会議室 

 議題 

1．評価素案について 

B-1. 周辺地域・環境との調和 

B-2. 入居官署の特性を考慮した安全で快適な空間の創造 

B-3. 環境保全について先導的な公共建築の実現 

B-4. 建設工事における提案 

C-1. 継続的に質の高いサービス水準確保の実施体制 

C-2. 質の高い庁舎維持管理の実現手法 

C-3. 環境配慮及び経済性の確保 

C-4. 業務終了時に要求水準が達成されていることの確認手法 

D-1. 質の高い庁舎運営の実現手法 

D-2. 良質かつ安定した福利厚生サービスの実現方法 

 

1． 評価素案について 

 

≪B-1. 周辺地域・環境との調和≫ 

＜大阪の行政・医療・観光集積地区としての潜在的な能力を活かした施設整備＞ 

委員： 「建築形態」、「共用空間の内外部の繋がり」、「外部空間の周辺環境を意識し

た要素取り入れ」において、評価ランクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪B-2. 入居官署の特性を考慮した安全で快適な空間の創造≫ 

＜災害応急対応や広域後方支援活動拠点としての機能への対応＞ 

委員： 「地域連携に配慮した施設整備」において、評価ランクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

＜安全で快適な空間の創造＞ 

委員： 「執務室機能の充実・強化」、「執務室以外の快適性の確保」において、評価ラ

ンクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

委員： 「ユニバーサル社会の視点に立った施設整備」において、評価ランクの見直し

を行う。 
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委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪B-3. 環境保全について先導的な公共建築の実現≫ 

＜環境負荷低減に配慮した施設整備＞ 

委員： 「環境保全・省エネルギー対策」、「低炭素社会への貢献」において、評価ラン 

クの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪B-4. 建設工事における提案≫ 

＜品質確保＞ 

委員： 「工事における品質確保」において、評価ランクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

＜環境への配慮＞ 

委員： 評価ランクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪C-1. 継続的に質の高いサービス水準確保の実施体制≫ 

委員： 「通常業務における体制確保」、「緊急時等の体制確保」において、評価ランク

の見直しを行う。 

  委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪C-2. 質の高い庁舎維持管理の実現手法≫ 

委員： 「業務実施方針と業務手法」において、評価ランクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪C-3. 環境配慮及び経済性の確保≫ 

委員： 「環境負荷低減・経済性への取組み」において、評価ランクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪C-4. 業務終了時に要求水準が達成されていることの確認手法≫ 

委員： 「性能維持及び業務遂行確認手法」において、評価ランクの見直しを行う。 

委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪D-1. 質の高い庁舎運営の実現手法≫ 

委員： 「業務実施方針と業務手法」において、評価ランクの見直しを行う。 
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委員： 見直しも含め、評価素案に異論なし。 

 

≪D-2. 良質かつ安定した福利厚生サービスの実現方法≫ 

 

委員： 評価素案に異論なし。 

 

委員： 全体を通して、これまでの評価素案について異論はないか。 

一同： 異論なし。 

 

 

以上 


