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１． 落札者決定基準の位置付け 

本落札者決定基準（以下「落札者決定基準」という。）は、奈良県（以下「県」とい

う。）が「県営プール跡地活用プロジェクト ホテルを核とした賑わいと交流の拠点整

備事業（コンベンション施設等整備運営事業）」（以下「本事業」という。）の落札者を

決定するにあたり、入札に参加しようとするものに交付する入札説明書と一体のもので

ある。 
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提出書類の不備 

予定価格の額を超える 

入札参加資格が確認できない 

基礎審査確認項目を満たさない 
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会
の
所
掌
範
囲 

２． 落札者決定の手順 

（１） 落札者決定までの審査手順 

本事業における事業者の選定は、価格及びその他の条件により落札者を決定する総

合評価一般競争入札方式に基づき以下の手順で実施する。 
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（２）  入札参加資格審査 

県は、入札参加者から提出される入札参加資格審査に関する書類をもとに、入札参

加者が満たすべき参加資格要件（以下「参加資格要件」という。）について確認し、

確認の結果を代表企業に対して通知する。確認できない場合は失格とする。 

（３） 入札提出書類の確認 

県は、入札参加者に求めた入札提出書類が全て揃っていることを確認する。書類不

備の場合は、失格とする。 

（４） 入札価格の額の確認 

県は、入札提出書類に記載された入札価格に消費税及び地方消費税を加算した金額

が予定価格の額を超えていないことを確認する。入札価格に消費税及び地方消費税を

加算した金額が予定価格の額を超える場合は、失格とする。また、【資料３様式集「様

式 4-1 入札書」】の金額の記載と【資料３様式集「様式 5-2-1 入札価格内訳書」及び

「様式 5-2-2 入札価格内訳書（年度別）」】の合計（入札価格）の記載が異なる場合

は、失格とする。 
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（５） 基礎審査 

奈良県ホテルを核とした賑わいと交流の拠点整備事業審査委員会（以下「審査委員

会」という。）が基礎審査において確認する項目は、以下のとおりである。 

なお、基礎審査の実施に際し、入札参加者に対して提案内容に関する疑義を書面に

て確認する場合がある。 

基礎審査における確認項目 

要求水準書の要求水準について違反がないこと 

入札説明書及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反が無いこと 

明らかに実現性の困難な提案でないこと 

（６） 総合審査 

１）提案内容の評価の方法 

審査委員会は、入札参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内容に

ついて評価を行い、評価項目ごとに得点を付与する。 

２）提案内容の評価の項目及び配点 

提案内容の評価の項目及び配点は、以下のとおりである。なお、提案内容の評価

の項目及び配点については、本事業に対して民間の創意工夫を期待する度合いを勘

案して設定したものであり、配点はその重みを示すものである。提案内容に関する

審査項目の詳細は「別紙 提案内容の評価の項目」を参照すること。 

審査項目 配点 

価格に関する事項 ３００点 

提案内容に関する事項 ７００点 

 

事業全体に関する事項 ６０点 

設計業務、建設業務及び工事監理業務に関する事項 ２４０点 

維持管理業務に関する事項 ６０点 

運営業務に関する事項 ２００点 

事業計画に関する事項 ６０点 

民間提案施設事業等に関する事項 ８０点 

合計 １０００点 
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３）提案内容に関する事項の詳細評価 

提案内容に関する事項の審査においては、「別紙 提案内容の評価の項目」に示す

評価視点の項目ごとに審査を行い、次に示す５段階評価により得点を付与する。 

評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 当該審査項目において、特に秀でて優れている 各項目の配点×１．００ 

Ｂ 当該審査項目において、秀でて優れている 各項目の配点×０．７５ 

Ｃ 当該審査項目において、優れている 各項目の配点×０．５０ 

Ｄ 当該審査項目において、わずかに優れている点を認める 各項目の配点×０．２５ 

Ｅ 当該評価項目において、優れている点が認められない 各項目の配点×０．００ 

４）審査項目の得点化方法 

ア）価格の得点化方法 

価格については、以下の方法で得点化し価格点とする。 

※評価価格とは、入札に係る金額（入札価格）をいう。 

※価格に関する事項の得点は、小数点第３位以下は四捨五入し、小数点第２位ま

でを求める。 

イ）提案内容の得点化方法 

提案内容については、評価の項目の合計点を内容点とする。 

（７） 総合評価及び最優秀提案の選定 

審査委員会は、総合審査における得点の最も高い提案を最優秀提案として選定す

る。 

得点の最も高い提案が２以上ある場合、当該入札参加者によるくじ引きにより最

優秀提案を決定する。 

（８） 落札者の決定 

県は、審査委員会の選定結果をもとに落札者を決定する。 

価格に関する事項の得点 

＝最も低い評価価格／当該評価価格×評価価格に関する事項の配点（３００点） 
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別紙 提案内容の評価の項目 

１．提案内容の評価の項目及び配点 

評価項目 評価視点 配点（点） 

１  事業全体に関する事項 

①この事業に対する基本的な考え方及び統括

管理業務等を踏まえた事業実施体制 
２０ 

６０ ②地域経済への配慮 ２０ 

③総合性 １０ 

④社会的な価値の実現及び向上に対する寄与 １０ 

２  

設計業務、建設業務及び

工事監理業務に関する

事項 

①設計業務、建設業務及び工事監理業務に対

する基本的な考え方及び実施体制 
２０ 

２４０ 

②施設の全体計画（配置計画、動線計画、景

観計画） 
７０ 

③コンベンション施設・屋外多目的広場・屋

内多目的広場の施設計画 
７０ 

④観光振興施設の施設計画 ３０ 

⑤駐車場及び駐輪場・バスターミナル・新設

道路の施設計画 
３０ 

⑥環境保全計画 １０ 

⑦工程計画・品質確保 １０ 

３  
維持管理業務に関する

事項 

①維持管理業務に対する基本的な考え方及び

実施体制 
２０ 

６０ ②施設の保守管理、修繕に係る業務 ２０ 

③清掃、植栽維持管理、安全管理及び環境衛

生管理に係る業務 
２０ 

４  運営業務に関する事項 

①運営業務に対する基本的な考え方及び実施

体制 
４０ 

２００ 

②コンベンション施設・屋外多目的広場・屋

内多目的広場の運営業務 
７０ 

③観光振興施設の運営業務 ５０ 

④駐車場及び駐輪場の運営業務 ３０ 

⑤タウンマネジメント協議会の運営 １０ 

５  事業計画に関する事項 
①事業計画の確実性及び安定性 ３０ 

６０ 

②リスク管理 ３０ 

６  
民間提案施設事業等に

関する事項 

①利便向上事業 １０ 
８０ 

②民間提案施設事業 ７０ 

合計 ７００ ７００ 
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２．提案内容の評価の項目及び評価基準 

加点項目 
重視する点 様式 

 評価視点 

１．事業全体に関する事項（６０点） 

 

①この事業に対する

基本的な考え方及

び統括管理業務等

を踏まえた事業実

施体制 

 

・ 本事業の基本方針「奈良らしさの体感」を踏まえた本事業の

目的が理解され、本事業の実施方針について的確かつ具体的

な提案がされている。 

・ 実施体制と契約スキームが整合しており、事業履行の確実性

が高い提案がされている。 

・ 本事業を統括する企業が明確に提案されている。 

・ 代表企業、各構成員及び協力企業の役割分担が明確に提案さ

れている。 

・ 統括管理業務の設置目的を踏まえ、業務の方針、本事業の統

括管理方法等が具体的に提案されている。 

6-1 

②地域経済への配慮 
・ 地域経済の活性化、地元の雇用機会の創出、地域との連携、

及び県産材の調達等に関して、具体的に提案されている。 
6-2 

③総合性 

・ 提案内容に相乗効果が発揮され、魅力的な施設として提案さ

れている。 

・ 各項目に記載される評価視点には含まれない優れた提案が

されている。 

・ 施設計画及び維持管理・運営面について、将来の環境変化へ

の対応を見据えた提案がされている。 

6-3 

及び 

全様式 

④社会的な価値の実

現及び向上に対す

る寄与 

・ 構成員は障害者を雇用している。 

・ 構成員は保護観察対象者等を雇用している。 

6-4-1 

及び 

6-4-2 

２．設計業務、建設業務及び工事監理業務に関する事項（２４０点） 

 

①設計業務、建設業務

及び工事監理業務

に対する基本的な

考え方及び実施体

制 

・ 設計業務、建設業務、工事監理業務について、的確かつ具体

的な実施方針が提案されている。 

・ 建設工事に係る安全対策や環境保全対策について的確かつ

具体的な提案がされている。 

・ 業務の分担及び責任の所在が明確に提案されている。 

・ 適切な業務遂行に資する提案が的確かつ具体的にされてい

る。 

11-1 

②施設の全体計画（配

置計画、動線計画、

景観計画） 

・ 本事業の目的及び基本方針を踏まえ、県民や県内への来訪者

にとって魅力的な集客・賑わい施設として、全体計画（配置

計画、動線計画、景観計画等）について的確かつ具体的な提

案がされている。 

・ 歩行者動線及び車両（一般車両、搬入車両、緊急車両、バス

等）動線の安全性及び利便性について、的確かつ具体的な提

案がされている。 

・ 国際会議対応が可能なセキュリティ計画について、的確かつ

具体的な提案がされている。 

・ 施設全体の意匠デザインについて、デザインコンセプト「奈

11-2 

及び 

図面集 



 8

加点項目 
重視する点 様式 

 評価視点 

良らしさの体現」に基づき、的確な提案がされている。 

・ 本施設の各機能とホテル施設及びＮＨＫ施設との有機的な

連携について、機能的な配置計画の提案がされている。 

③コンベンション施

設・屋外多目的広

場・屋内多目的広場

の施設計画 

・ 当該機能部分の平面計画及び断面計画について工夫がなさ

れ、的確かつ具体的な提案がされている。 

・ 奈良の都市ブランドの向上に資する品格と機能性を兼ね備

えた上質なコンベンション空間として、的確かつ具体的な提

案がされている。 

・ 国際会議等の多様な利用に対応可能な各種設備について、的

確かつ具体的な提案がされている。 

・ 屋外多目的広場について、多様な天候への対応や多目的の利

用について、要求水準を超える的確かつ具体的な提案がされ

ている。 

・ 屋内多目的広場について、要求水準を超える的確かつ具体的

な提案がされている。 

11-3 

及び 

図面集 

④観光振興施設の施

設計画 

・ 当該機能部分の平面計画及び断面計画について工夫がなさ

れ、的確かつ具体的な提案がされている。 

・ デザインコンセプト「奈良らしさの体現」に基づき、観光拠

点としての魅力の高い空間の創出について工夫がなされ、的

確かつ具体的な提案がされている。 

11-4 

及び 

図面集 

⑤ 駐 車 場 及 び 駐 輪

上・バスターミナ

ル・新設道路の施設

計画 

・ 当該機能部分の平面計画及び断面計画について工夫がなさ

れ、的確かつ具体的な提案がされている。 

・ 観光拠点としてのバスターミナル計画について工夫がなさ

れ、的確かつ具体的な提案がされている。 

・ 歩行者及び車両（一般車両、搬入車両、緊急車両、バス等）

相互の動線計画について工夫がなされ、安全性及び利便性に

ついて的確かつ具体的な提案がされている。 

11-5 

及び 

図面集 

⑥環境保全計画 

・ 環境保全（大気汚染・地球温暖化防止、雨水利用、敷地内の

緑化及び周辺環境の生態系への影響の配慮等）に配慮した計

画等について、的確かつ具体的な提案がされている。 

・ 近隣住民への配慮について、要求水準を超える的確かつ具体

的な提案がされている。 

・ 自然通風や自然採光等について、省エネルギー計画等の的確

かつ具体的な提案がされている。 

・ 平時及び災害発生時におけるそれぞれの場合について、施設

利用者の安全が確保された計画等の的確かつ具体的な提案

がされている。 

11-6 

及び 

図面集 
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加点項目 
重視する点 様式 

 評価視点 

⑦工程計画・品質確保 

・ 工程管理等に関して的確かつ具体的な提案がされている。 

・ 施設整備に係る品質確保について的確かつ具体的な提案が

されている。 

11-7 

及び 

図面集 

３．維持管理業務に関する事項（６０点） 

 

①維持管理業務に対

する基本的な考え

方及び実施体制 

・ 維持管理業務について、本施設の特性を踏まえた的確かつ具

体的な実施方針が提案されている。 

・ 各業務の実施体制及び責任の所在が明確に提案されている。 

・ 緊急時及び非常時に迅速な対応が可能な体制となっている。 

・ 人材教育方針、マニュアルの整備等、より高いレベルのサー

ビスを提供するためのノウハウに関する的確かつ具体的な

提案がされている。 

・ 県との連絡方法やセルフモニタリング方法等、サービスの質

の維持及び向上において有効な提案が的確かつ具体的に提

案されている。 

7-1 

②施設の保守管理、修

繕に係る業務 

・ 各業務に関して、品質の確保・維持・向上、業務の効率化に

ついて的確かつ具体的な提案がされている。 

・ 本事業期間の修繕に係る計画が長期的な視点を踏まえて的

確かつ具体的に提案されている。 

7-2 

③清掃、植栽維持管

理、安全管理及び環

境衛生管理に係る

業務 

・ 施設利用者が快適に本施設を利用できるよう、衛生管理や清

掃について的確かつ具体的な提案がされている。 

・ 施設利用者の安全を目的とした業務内容や実施方法等につ

いて、的確かつ具体的な提案がされている。 

7-3 

４．運営業務に関する事項（２００点） 

 

①運営業務に対する

基本的な考え方及

び実施体制 

・ 運営業務について、目的及び基本方針を踏まえたサービスの

提供を目的とした的確かつ具体的な実施方針が提案されて

いる。 

・ 各業務の実施体制及び責任の所在が明確に提案されている。 

・ 緊急時及び非常時に迅速な対応が可能な体制となっている。 

・ 人材教育方針、マニュアルの整備等、より高いレベルのサー

ビスを提供するためのノウハウに関する的確かつ具体的な

提案がされている。 

・ 県との連絡方法やセルフモニタリング方法等、サービスの質

の維持及び向上において有効な提案が的確かつ具体的に提

案されている。 

8-1 
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加点項目 
重視する点 様式 

 評価視点 

②コンベンション施

設・屋外多目的広

場・屋内多目的広場

の運営業務 

・ 当該機能の利用受付業務、使用者へのサービス提供業務につ

いて、要求水準を超える的確かつ具体的な提案がされてい

る。 

・ 来場者へのサービス提供業務について、要求水準を超える的

確かつ具体的な提案がされている。 

・ 当該機能の利用率の向上に寄与する営業及び広報活動業務

について、要求水準を超える的確かつ具体的な提案がされて

いる。 

・ 開業準備業務について、要求水準を超える的確かつ具体的な

提案がされている。 

8-2 

③観光振興施設の運

営業務 

・ 本事業の基本方針である「奈良らしさの体感」に基づき、観

光拠点としての魅力の高いサービスの提供について工夫が

なされ、的確かつ具体的な提案がされている。 
・ 物販機能の運営について、要求水準を超える的確かつ具体的

な提案がされている。 
・ 飲食機能の運営について、要求水準を超える的確かつ具体的

な提案がされている。 
・ 開業準備業務について、要求水準を超える的確かつ具体的な

提案がされている。 
・ 各機能に入居するテナント等の関心表明以上の書面等が提

出されている。 
・ 各機能に入居するテナント等の入れ替え方針等について、的

確かつ具体的な提案がされている。 

8-3 

④駐車場及び駐輪場

の運営業務 

・ 駐車場及び駐輪場の運営業務について要求水準を超える的

確かつ具体的な提案がされている。 
8-4 

⑤タウンマネジメン

ト協議会の運営 

・ タウンマネジメント協議会の運営について、本事業、ホテル

事業及びＮＨＫ事業等の連携による観光振興の実現に資す

る具体的な提案がされている。 

8-5 

５．事業計画に関する事項（６０点） 

 
①事業計画の確実性

及び安定性 

・ ＳＰＣの各年度の資金計画の安定性の確保について、的確か

つ具体的な提案がされている。 
・ ＳＰＣの財務の健全性の確認・報告について、的確かつ具体

的な提案がされている。 
・ 収支の根拠が的確かつ具体的に提案されている。 

・ 予期せぬ事態による運転資金不足への対応が的確かつ具体

的に提案されている。 

9-1 

 ②リスク管理 

・ 設計・建設期間における本事業のリスクについて的確に把握

し、有効な対策が具体的に提案されている。 

・ 維持管理・運営期間における本事業のリスクについて的確に

把握し、有効な対策が具体的に提案されている。 

・ 各種リスク管理に資する保険への加入について、的確かつ具

9-2 
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加点項目 
重視する点 様式 

 評価視点 

体的な提案がされている。 

６．民間提案施設等事業に関する事項（８０点） 

 ①利便向上事業 
・ 本施設（公共施設）での利便向上事業について、施設利用者

の利便性向上に資する的確かつ具体的な提案がされている。 
10-1 

 ②民間提案施設事業 

・ 提案により実施する民間提案施設事業について、賑わいのあ

る滞在型観光の拠点としての機能形成等、本事業の目的達成

に資する的確かつ具体的な提案がされている。 

10-2 

 


