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会  議  録 

 

1 会議名 

第 2回 上越市（仮称）厚生産業会館基本設計業務プロポーザル審査委員会 

 

2 議題（公開・非公開） 

○審査 

(1)第 1次審査の集計結果（非公開） 

(2)意見交換（非公開） 

(3)第 1次審査の通過者の決定（非公開） 

○その他 

(1)第 2次審査の実施要領について（非公開） 

(2)関係書類の保管方法について（非公開） 

(3)その他 

 

3 開催日時 

  平成 25 年 8月 9日（金）午前 10 時 00 分から 12 時 00 分まで 

 

4 開催場所 

  上越市役所 4階 401 会議室 

 

5 出席した者 

  ○委 員：樋口 秀、飯塚 日登美、甲田 佳子、石澤 克明、内山 輝義 

  ○事務局：田中都市整備部長 

       奥田都市整備課長、阿部副課長、山辺係長、松井主任 

 

6 発言の内容 

(1)開会（奥田課長） 

 (2)都市整備部長挨拶（田中都市整備部長） 

 (3)審査 

【第 1次審査の集計結果】 

（事務局） 

 集計結果を説明 

 

【意見交換】 

（甲田委員） 

意見交換を始める。8 者から提案書が提出されたが、本当に素晴らしい設計チームであった。

我々は本日、何者通過させるかを委員からご意見を頂ければと思うが、いくつか選択肢もある。
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当初は 5者程度ということであるがいかがか。 

（甲田委員） 

 皆さんが付けた点数で出た結果なので一目瞭然というか、ちょうど 4 者が上位にあって、真ん

中に 3 者が固まっている形なので、そうすると固まっているところより上が有力候補なのかなと

いうのはある。固まっているあたりも、果たしてどうなのかちょっと気になる。 

（飯塚委員） 

 私も見て固まっている 02 番 04 番 06 番が気になる。概ね 5者ということになると切り捨てて 4

者にする方法もあると思うが、気になるのが審査員の方が 1 番良いと思っている提案がそれぞれ

違うので、それで見ると 4 者というのは少ないと思う。そういう見方もあると思う。もう少し話

を聞いてみたい感じもある。 

（石澤委員） 

5 位争いがすごく熾烈な感じもあるが、逆にこのあたりが有力者なんだと思う。要するに審査

員でもう少し議論したほうがよい。5 者程度ということであれば、僅差であっても審査するべき

と思う。5者に縛られなければ、4者でもよいと思う。 

（内山委員） 

あそこが高田公園で県史跡である以上、あの辺の所にこだわるのはいいが、いくつかの提案の

中に、そういった提案もあったような感じがする。例えば雁木等をあのようなスケールの大きい

ものを持ってきたときにどうなのか。やたらゴチャゴチャした感じになり、細部までこだわった

結果だと思うが。概ね傾向は似ているが、一つだけ実は気になったのは点数だけで割り切った考

えでの第 1 次審査、第 2 次審査でいいのか。それとも 02 番、04 番、06 番の中から救えるものが

あるのであれば、例えば、技術提案がトップだったものを繰り上げるとか。 

（甲田委員） 

明確に一つ確認できたのは残念ながら 05 番については通過しないということ。実績もあり、い

ろいろ良い部分もあると思うが、まずこの 05 番を除外してよいか。 

（各委員） 

 異議なし 

（甲田委員） 

次に皆様の意見を聞いていると、上位 4 者のところから 2 者にするという意見もなかった。選

択肢とすると 2 者というのもない事はないが、皆様のご意見から無かったと判断した。2 者で切

ってもいいのではないかという判断はないとしてよいか。 

（各委員） 

 よい。 

（甲田委員） 

 全体のバラけ方を見ると 05 番は仕方ない感じがする。 

（甲田委員） 

 確認するが、05 番は切らせていただいて、08 番、03 番、01 番、09 番までは第 1次審査を通過

するということでよろしいか。 

（各委員） 
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異議なし 

（甲田委員） 

では甲田委員の方から出た残り 1 つについて、もう少し皆様からも意見をいただきたい。先ほ

ど甲田委員の方から各委員の意見がだいぶ違うという話もあった。事務局で補足説明を願う。 

（事務局） 

 委員の氏名を伏せた状態で各委員の評価順位の説明と 02 番、04 番、06 番の配点の内容を補足

説明する。 

（甲田委員） 

 02 番、04 番、06 番の 3者について、少し考えたいと思う。提案内容を含めて考えたいと思う。

最終的にはヒアリングを聞いた中から最優秀と優秀の 2 者を選ぶということだが、手元にあるの

はこの書類のみである。なかなか判断が難しいと思うが、こんな風にちょっと採点結果が違うの

で、専門の方からデザインという意見もあったが、設計コンペではなく会社を選ぶものなので、

我々も提案文書から選ぶといった審査となる。 

（甲田委員） 

 こうやって皆さんが評価されたのを見て、改めてそれぞれ考えることが違うと感じた。ただ今

後、数を絞るとなるとこの固まりから 1 者上げた方がいいのか、逆にいっそうのこと決めてしま

った方がいいのか。この 3 者を再審査する形になり、また改めて検討することになる。その辺は

どうなのか。業者さんそれぞれの思いがそれぞれ伝わってきたので、これを簡単にダメとは言え

ないもので、一言では決められないというのが正直な気持ちである。 

（甲田委員） 

 確かにおっしゃる通りであるが、我々は実はその分野のスペシャリストということでここに来

ているから、見方によっては変わるのは仕方ないことである。この 3 者から 1 者を選ぶのは難し

いとの理解でよいか。 

（甲田委員） 

よい。 

（甲田委員） 

やっぱりそれぞれ見所が違うと思う。絵があるので目がいってしまう。なかなか決められない

ということであれば、総合得点で決めるしかないと思う。 

（甲田委員） 

 本音を言えばこの 3 者のヒアリングを聞きたいというのが正直な気持ち。もっといえば、提案

をもらった全てを含めて。正直、ここに来るまでは、5者か 6者と思ってきた。 

（甲田委員） 

 今回の審査でさえ迷ったのに、7者の話を聞いてその場で審査する、これは辛いと思う。1つ提

案であるが、例えば、D さんが最下位を付け、A さんが 2 位を付けている 02 業者であれば、上下

を消して真ん中の 3 人分を徹底的にチェックするという見方はできないか。要するにトップと最

下位を付けた人を除き、平均点が 1 番高いものを選定する。せっかくだから多くの者から聞きた

いが、あまり増やすとその場で判断するのは辛くなる。理屈付けできる方法で決めたらどうか。 

 



 4 / 5 
 

（事務局） 

今の提案について計算すると、順位でみると、02 業者が上下 2人を除いた 3人の合計が 11 番。

数が少ない方が良い結果で、04 業者は 15 番。06 業者が 13 番になる。合計点数でみると、02 業

者 106.25 点、04 業者 85 点、06 業者 95 点となる。参考に聞いていただければと思うが、最終的

には 2 者を選ぶことになる。第 2 次審査のやり方としては資格・実績の評価は絶対評価なので変

えず、管理技術者の実績とか技術提案の評価は、第 1 次審査を通過した業者さんからヒアリング

をして再度点数をつけてもらう。第 2 次審査のときには意欲という項目が一つ追加され、この点

数は皆さんの点数を合計すると 50 点となる。例えば、02 番の現在の合計が 269 点で、これに 50

点プラスするとどうなるかというと 319 点になる。319 点は 3 位なので 1 位 2 位を逆転しない。

そういう見方もなくはない。最後は 2 者を選択する。逆転ができない業者は通過させないという

見方もある。実際はヒアリングを聞いて付け直すので点数は変わってくるが一つの見方としてそ

ういう考え方もある。 

（甲田委員） 

01 業者が 3 位だが、同じやり方でやると 93.75 点となり 06 業者を下回る。私もこの 3 者をど

うするかという決断させていただいたが、皆様から点数を付けていただいた順番を覆すものでは

ないと思う。02 番を落として 04 番を 5 位に入れるというのは考えにくい。甲田委員が最初に言

っていたとおり、02 番を 5位に参加させた 5者という選択肢になる。すると今度は 04 番と 06 番

の差は？となっていく。皆様からの意見から判断すると、5者目の 02 番をヒアリング対象にする

かどうかというのがポイントとなる。 

（甲田委員） 

 順位を付けるという世界では、上下をカットするというのはごく一般的であり、その方の好み

というか、それぞれ個々に違うので、平均部分を拾うという意味で、一番高い点数と一番低い点

数をカットするというのは一般的である。その意見はすごくいいことだなと感じる。順位を出す

ために私たちも点数で評価したので、今ここで順位を変えるというのは、良いことなのかと私個

人の意見としては、評価した結果の順位なのでこのままのほうが良いと思う。6位とか 5位とか、

02 番 04 番 06 番の 3者はすごい差があるわけではないので、今の方式でやったら、もしかしたら

04 番の方がというお話もあったが、02 番の方が上になるということだったので、合計点数でいう

とそんなに差はないが、上位 5者までということであれば、こういう形でいいのではないか。 

（甲田委員） 

 さっきも言ったが、なるべく沢山のお話を聞きたいということもあるので、5 者でやっていた

だくのであれば 02 番の方が良いと思う。 

（甲田委員） 

 こだわりで点数を付けた結果、あの人は良い点数を付けたが、自分は最下位だったという項目

もある。だとすれば2番でなおかつ総合の順位5位だから02番を入れ5者とするのがいいと思う。 

（甲田委員） 

 他の意見はないか。 

（各委員） 

 特になし 
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【第 1次審査の通過者の決定】 

（甲田委員） 

当初 5 者と言ってきた。私たちが協議した結果はやはり 5 者。確認するが第 1 次審査は合計点

の順位とし、1位 08 番、2位 03 番、3 位 01 番、4 位 09 番、5 位 02 番のこの 5 者でよろしいか。 

（各委員） 

異議なし 

 

【第 2次審査の実施要領について】 

（事務局） 

 第 2次審査の実施要領について説明する。 

（各委員） 

 事務局が提示した実施要領について了承するが、説明 20 分以内、質疑応答 15 分とする。 

 

【関係書類の保管について】 

（事務局） 

 関係書類の保管方法について説明する。 

（各委員） 

 第 2 次審査の対象提案書のみ各委員が厳重保管することとし、事務局より保管用のバックを提

供する。それ以外の提案書は、会議終了後に事務局が回収することで了承する。 

 

【その他】 

 特になし 

 

(4)閉会（奥田課長） 

 

7 問い合わせ 

都市整備部都市整備課公園管理係   TEL：025-526-5111（内線 1379） 

E-mail：toshiseibi@city.joetsu.lg.jp 

 


