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1． 委員会の構成

宮崎市 PFI 事業等事業者選定委員会（下北方浄水場脱水処理施設整備事業）（以下「委

員会」という。）は、宮崎市上下水道局（以下「上下水道局」という。）が設計・施工

一括発注方式（デザインビルド方式）により発注する下北方浄水場脱水処理施設整備

事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により選

定するにあたり、事業者の提案を適切かつ公平に審査するために設置されたものであ

る。委員会の構成を表 1に示す。

表 1 委員会の構成

※上表中の氏名（ ）内は前任委員。人事異動に伴い令和 2年度より変更。

※上表中の所属・役職（ ）内は前所属・役職。人事異動に伴い、令和 2年度より変更。

2． 審査の経過

2.1 委員会の経過

委員会の経過を表 2に示す。

表 2 委員会の経過

役 割 氏 名 所属・役職

委員長 鈴木 祥広 宮崎大学 工学教育研究部 教授

委 員

高見 徹 西日本工業大学 工学部 教授

吉川 貴
日本下水道事業団九州総合事務所 熊本事務所 所長代理

（日本下水道事業団九州総合事務所 鹿児島（宮崎）事務所 所長）

山内 良昭 宮崎市上下水道局 管理部長

渡邊 雄二

（小川 潔士）
宮崎市上下水道局 下水道部長

日 時 審議内容

第 1回 令和 2年 2月 21 日 要求水準書（案）、募集要項（案）等

第 2回 令和 2年 9月 28 日 第 1次技術提案書に関して

第 3回 令和 2年 10月 9日 第 1次技術提案書に関する技術対話

第 4回 令和 2年 11月 30 日 技術提案書に関して

第 5回 令和 2年 12月 25 日
技術提案書に関するプレゼンテーション、

最優先提案者及び優先交渉権者の選定
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2.2 応募資格審査

募集公告後、1者から応募表明書及び資格確認申請書の提出があった。

上下水道局は、応募資格を満たしていたことを確認したため、応募資格を有する旨

を記載した応募資格確認結果を応募者へ通知した。（以下、通知した応募者を「Ａグ

ループ」という。）

2.3 第 1 次提案書類の確認

委員会は、提出のあったＡグループの第 1次技術提案書について、提案内容の確認

を行った。なお、提出書類の確認は上下水道局において実施した。

2.4 技術対話

委員会は、本事業に対する上下水道局の求める要求事項等について、Ａグループの

理解度を測り、それを深めることで、より優れた技術提案とすることを目的として、

第 1次技術提案書を基に、委員会とＡグループの間で技術対話を実施した。

技術対話においては、第 1次技術提案書の概要、特徴について説明を求めるととも

に、疑問点・不明点等について質疑応答を行った。

2.5 提案書類の審査

委員会は、Ａグループの提案価格が事業費上限額以下であることを確認し、提案内

容の審査を行った。なお、提出書類の確認、提案価格の確認及び価格評価点の算出は

上下水道局において実施した。

2.6 最優先提案者及び優先交渉権者の選定

委員会は、Ａグループの提案内容について審査を行った結果、Ａグループの提案を

最優先提案として選定した。その後、委員会にて、Ａグループの優先交渉権者として

の妥当性について審議を行った結果、Ａグループを優先交渉権者に選定した。

詳細については、「4.2 総合評価点の算定及び最優先提案者の選定」、「5．優先交

渉権者の選定」のとおりである。

2.7 募集及び選定の経過

募集及び選定の経過を表 3に示す。
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表 3 募集及び選定の経過

3． 総合評価点の算出方法

3.1 配点方針

技術評価点と価格評価点の配点割合は、8：2とした。

・総合評価点＝500 点 ・技術評価点＝400 点 ・価格評価点＝100 点

3.2 技術提案内容の審査項目及び配点

技術評価点の算出について、技術提案内容の審査項目及び配点は、表 4のとおりと

した。

日 程 事 項

募集公告及び募集要項等の公表 令和 2年 4月 8日（水）

説明会及び現地見学会 令和 2年 6月 10 日（水）

資料閲覧及び現地調査（応募希望者） 令和 2年 6月 15 日（月）～6月 30 日（火）

募集公告等に関する質問等の受付 令和 2年 6月 1日（月）～6月 26 日（金）

募集公告等に関する質問等に対する

回答公表
令和 2年 6月 29 日（月）～7月 10 日（金）

応募表明書及び

応募資格確認申請書の受付
令和 2年 6月 1日（月）～7月 17 日（金）

応募資格確認結果の通知 令和 2年 7月 28 日（火）

資料閲覧及び現地調査（応募者） 令和 2年 8月 3日（月）～11 月 6 日（金）

第 1次提案書類の受付 令和 2年 7月 28 日（火）～8月 31 日（月）

第 1次技術提案書に対する技術対話 令和 2年 10月 9日（金）

提案書類の受付 令和 2年 10月 9日（金）～11 月 20 日（金）

技術提案書のプレゼンテーション 令和 2年 12月 25 日（金）

事業者の決定・選定結果の公表 令和 3年 1月 18 日（月）
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表 4 技術提案内容の審査項目と配点

区分 評価項目 評価基準 配点

業
務
実
績

設計実績
設計業務に携わる企業及び技術者の国内における浄
水場（上水道）の設計実績

30

64

施工実績

建設業務に携わる企業の国内における浄水場施設の
施工実績

15

建設業務に携わる技術者の国内における浄水場施設
の施工実績

19

事
業
計
画

実施方針
実施方針について、事業内容及び共通事項を良く理解
したものとなっているか。

16

86

配置計画
将来の既設排水処理更新スペース、維持管理性、騒
音・振動等、周囲の住環境に配慮した配置計画

17

業務実施体制
事業者の各構成員の各工種等における役割分担や実
施体制、人員配置、市との連絡体制

10

環境負荷
低減対策

設計、工事及び維持管理における環境負荷低減対策 8

維持管理計画

定期修繕計画の内容 3

維持管理の容易性への配慮 5

維持管理費用及び費用算出根拠 5

稼働後における故障発生等への対応方針 5

教育・訓練
運転管理マニュアルや上下水道局及び運転管理業務
受託者に対して行う教育訓練の内容

10

その他 事業計画に対するその他の提案 7

設
計
に
関
す
る
事
項

各施設の
整備内容

各施設における整備内容（規模・能力・信頼性）の妥
当性及び具体性

20

92

運転・維持
管理への提案

運転管理及び維持管理を容易とするための具体的な
工夫

17

高濁時の
処理方法

高濁時における処理方法の具体性 17

浄水処理との
整合性

浄水処理からの汚泥と脱水処理施設との整合性 16

切替時の
リスク

既設・新設設備の切替時におけるリスクの想定とそれ
らに対する具体的な回避方法

13

その他 設計に関するその他の提案 9
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3.3 技術提案内容の審査項目の得点化方法と技術評価点

技術提案内容の審査においては、表 4に示す審査項目別に審査を行い、表 5に示す

4段階評価による得点化方法により得点を付与した。

なお、技術評価点は、審査項目別に得点化した点数について、小数点以下第 3位を

四捨五入し、小数点以下第 2位まで求めた点数を合計した。

表 5 技術提案内容の審査項目の得点化方法

施
工
に
関
す
る
事
項

施工中の
事故防止

施工中の事故を未然に防ぐための具体的な安全管理
体制や事故発生（人的、物的、水質等）の想定とこれ
らに対する具体的な回避方法及び事故発生時の対応
方法

13

64

工程計画
準備期間及び現場着手から供用開始までの期間内に
各工種が網羅されているか。

16

施工管理計画 施工管理計画の具体性及び期待される効果 14

周辺住民への
配慮

工事期間中において、下北方浄水場周辺の住環境へ影
響を与える可能性がある要因と対策の具体性

12

その他 施工に関するその他の提案 9

地
域
経
済
・
社
会

へ
の
貢
献
に

関
す
る
事
項

地場企業の
活用

地場企業の活用に関する具体性 24

52
地域社会への
貢献

宮崎市域を対象とした地域社会への貢献方策 17

その他 地域経済・社会への貢献に関するその他の提案 11

プレゼンテーション
提案に関する説明が的確で説得力があり、本業務に取
り組む姿勢に意欲や熱意が感じられるか。

42

計 400

評価 判断基準 得点化方法

Ａ 特に優れた提案である。 配点×1.0

Ｂ 優れた提案である。 配点×0.7

Ｃ 要求水準を満たす程度の提案である。 配点×0.3

Ｄ 要求水準以上の提案がない。 配点×0.0
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3.4 提案価格の得点化方法

提案価格については、以下の算定方法で価格評価点を算定した。

事業費上限額 1,865,454,546 円（消費及び地方消費税を含まない）

本事業に対する応募者が 1者のみであったため、価格評価点は 100.00 点となった。

4. 審査結果

4.1 技術評価点の算定

技術評価点については、審査項目別に委員会各委員の技術評価を得点化し、それら

の平均値を審査項目別の技術評価点として算定し、合計した。

その結果は、表 6のとおりである。

表 6 審査項目別の技術評価点

価格評価点＝配点（100.00 点）×（最低提案価格／当該提案価格）

※価格評価点は、小数点以下第 3位を四捨五入し、小数点以下第 2位まで求めた。

区分 評価項目 評価基準 配点
Ａグル

ープ

業務実績
配点

（64.00）

設計実績
設計業務に携わる企業及び技術者の国内にお
ける浄水場（上水道）の設計実績

30.00 26.40

施工実績

建設業務に携わる企業の国内における浄水場
施設の施工実績

15.00 13.20

建設業務に携わる技術者の国内における浄水
場施設の施工実績

19.00 15.58

事業計画
配点

（86.00）

実施方針
実施方針について、事業内容及び共通事項を
良く理解したものとなっているか。

16.00 12.16

配置計画
将来の既設排水処理更新スペース、維持管理
性、騒音・振動等、周囲の住環境に配慮した
配置計画

17.00 9.18

業務実施体制
事業者の各構成員の各工種等における役割分
担や実施体制、人員配置、市との連絡体制

10.00 7.60

環境負荷
低減対策

設計、工事及び維持管理における環境負荷低
減対策

8.00 5.60

維持管理計画

定期修繕計画の内容 3.00 2.46

維持管理の容易性への配慮 5.00 4.40

維持管理費用及び費用算出根拠 5.00 2.70

稼働後における故障発生等への対応方針 5.00 4.10

教育・訓練
運転管理マニュアルや上下水道局及び運転管
理業務受託者に対して行う教育訓練の内容

10.00 7.60

その他 事業計画に対するその他の提案 7.00 4.76
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4.2 総合評価点の算定及び最優先提案者の選定

委員会において、価格評価点及び技術評価点を合計し、Ａグループの総合評価点を

算定した。Ａグループの総合評価点の算定結果は、表 7のとおりとなった。

この結果より、委員会は、Ａグループを本事業の最優先提案者に選定した。

設計に関す
る事項
配点

（92.00）

各施設の
整備内容

各施設における整備内容（規模・能力・信頼
性）の妥当性及び具体性

20.00 15.20

運転・維持
管理への提案

運転管理及び維持管理を容易とするための具
体的な工夫

17.00 11.90

高濁時の
処理方法

高濁時における処理方法の具体性 17.00 11.90

浄水処理との
整合性

浄水処理からの汚泥と脱水処理施設との整合
性

16.00 4.80

切替時の
リスク

既設・新設設備の切替時におけるリスクの想
定とそれらに対する具体的な回避方法

13.00 9.88

その他 設計に関するその他の提案 9.00 6.30

施工に関す
る事項
配点

（64.00）

施工中の
事故防止

施工中の事故を未然に防ぐための具体的な安
全管理体制や事故発生（人的、物的、水質等）
の想定とこれらに対する具体的な回避方法及
び事故発生時の対応方法

13.00 9.88

工程計画
準備期間及び現場着手から供用開始までの期
間内に各工種が網羅されているか。

16.00 9.92

施工管理計画 施工管理計画の具体性及び期待される効果 14.00 8.68

周辺住民への
配慮

工事期間中において、下北方浄水場周辺の住
環境へ影響を与える可能性がある要因と対策
の具体性

12.00 8.40

その他 施工に関するその他の提案 9.00 6.84

地域経済・
社会への貢
献に関する
事項
配点

（52.00）

地場企業の
活用

地場企業の活用に関する具体性 24.00 19.68

地域社会への
貢献

宮崎市域を対象とした地域社会への貢献方策 17.00 11.90

その他
地域経済・社会への貢献に関するその他の提
案

11.00 8.36

プレゼンテーション
配点（42.00）

提案に関する説明が的確で説得力があり、本
業務に取り組む姿勢に意欲や熱意が感じられ
るか。

42.00 36.96

合計 400.00 296.34
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表 7 総合評価点の算定結果

5. 優先交渉権者の選定

委員会は、上記のとおり、Ａグループを最優先提案者と選定した後、本事業の優先

交渉権者としての妥当性について審議を行った。

なお、今回の応募者は 1者のみであったため、委員会は、「下北方浄水場脱水処理

施設整備事業 実施方針（令和元年 12 月 16 日公表） 7.4 応募者が 1 者のみであ

った場合」に基づき、Ａグループの総合評価点の算定結果が、総合評価点（500 点満

点）の 60％以上（300 点以上）であること、かつ、提案内容について契約目的を十分

に達成できる内容であり、Ａグループは優先交渉権者として妥当と判断した。

このことから、委員会は優先交渉権者を次のとおり選定した。

【優先交渉権者】Ａグループ

グループ名：石垣グループ

代表企業：株式会社石垣 九州支店

構 成 員 ：日本水工設計株式会社 宮崎事務所

構 成 員 ：大和開発株式会社

構 成 員 ：株式会社マスジュウ

構 成 員 ：株式会社片地工務店

構 成 員 ：三菱電機株式会社 九州支社

構 成 員 ：株式会社永幸電設

提案価格：1,865,000,000 円（消費税及び地方消費税を含まない）

参考：「下北方浄水場脱水処理施設整備事業 実施方針（令和元年 12月 16 日公表）」抜粋

Ａグループ

項目 得点（点）

技術評価点 296.34 点

価格評価点 100.00 点

総合評価点 396.34 点

最優先提案者 ○
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6. 総評

本事業は、宮崎市水道事業の基幹施設であり、市民にとって重要なライフラインで

もある下北方浄水場において、老朽化した脱水処理施設を更新するものである。

今回、本事業に対する応募は 1者のみであったため、委員会としては、Ａグループ

を最優先提案者として選定後に、優先交渉権者としての妥当性についても審議を行っ

た。その結果、委員会は、Ａグループの提案内容が、今回の事業目的を十分に達成で

きる内容であり、妥当と判断したため、Ａグループを優先交渉権者として選定した。

Ａグループの提案は、要求水準を満たし、独自提案や宮崎市に有用な提案も多数認

められたことから、妥当かつ優れたものと評価した。

選定されたＡグループについては、今後、本事業の優先交渉権者として、上下水道

局と事業契約に向けて交渉を進めていくことになるが、本事業実施の際は、宮崎市及

び関係機関との十分な協議、及び要求水準書等の確実な履行を行い、円滑な事業実施

とより良い成果となることを望む。

最後に、本事業の応募者においては、今回の提案にあたって、コロナ禍により、国

内において様々な制限が課せられた状況下において、限られた期間で複雑多岐にわた

る事業内容を良く理解し、検討において多大な尽力をいただいたこと、また、創意工

夫を凝らした提案をいただいたことに、委員会として深く感謝申し上げる。


