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1. 審査体制 
本事業において、「福岡市営住宅耐震改修事業審査委員会設置要綱」に基づき、専門知識を

有する学識経験者により構成される審査委員会を設置し、選考を行った。 

審査委員会の委員は、以下のとおりである。 

 

委員長 蜷川 利彦 九州大学大学院人間環境学研究院教授 

副委員長 岡田 知子 西日本工業大学デザイン学部建築学科教授 

委員 柴田 久 福岡大学工学部社会デザイン工学科教授 

委員 松下 淳一 有限会社広岡建築事務所取締役 

 

2. 審査委員会開催経緯 
審査委員会の開催日と主な議題は以下に示すとおりである。 

 

審査委員会 開催日 審議・審査等の事項 

第１回 令和元年 5月 17 日  委員長・副委員長の選出 

 審査委員会設置要綱の説明 

 耐震改修事業の概要について 

 事業提案公募の事業者選定の方針について 

 公募資料（案）について 

第２回 令和元年 7月 10 日  前回の議事録要旨等の確認 

 事業者選定の評価方法等の変更について 

第３回 令和元年 11 月 21日  前回の議事録要旨等の確認 

 個別採点制による評価方法等について 

 評価の流れについて 

 評価の各過程のやり方について 

 評価の各過程で用いる様式について 

 委員会資料の公表の取扱い、及び、評価の結果

と講評の変更について 

 今後のスケジュール等について 

第４回 令和 2年 1月 10 日  前回の議事録要旨等の確認 

 提案内容の評価 

 提案内容の評価に関する意見交換等 

 ヒアリング 

 内容評価 

 評価結果の最終確認、講評に関する意見交換 
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3. 審査通過 
公募型プロポーザル方式により令和元年 7月 25日付で募集を行い、事業者評価基準に基づ

き、評価を行った。 

 

(1) 応募表明書の提出状況 
応募表明書の提出期限である令和元年 9月 13日までに１グループから参加表明書の提出が

あった。 

 

(2) 第一次審査（資格審査） 
市は、第一次（資格審査）を実施し、応募者が参加資格を有することを確認した。 

 

(3) 第二次審査（適格審査） 
提案書の提出期限である令和元年 10月 15日までに１グループから提案書の提出があった。 

 

① 提案価格の適格審査 
市は、応募者から提出された提案価格が上限価格の範囲内であることを確認した。 

 

② 基礎審査 
市は、応募者から提出された提案書の内容が、発注仕様書に定める事項を満たしていること

を確認した。上記の審査の結果、下記グループを合格とした。 

 

受付番号 グループ名 グループ構成 

11 匠・柴田グループ 

代表企業 匠建設株式会社 

構成企業 株式会社柴田建築設計事務所 

協力企業 株式会社富士ピー・エス 

 

(4) 第三次審査 
審査委員会では、第二次審査に合格した上記グループからのヒアリングを実施し、技術評価

及び価格評価を行った。結果は次のとおりである。 

 

① 技術評価 
以下の５段階の基準に基づき、個別採点による評価を行った。なお、技術評価点は、各委員

の個別採点結果に基づき算出した各評価項目の平均点の総計である。 

 

評価 評価基準 点数化の方法 

Ａ 非常に優れた提案がある 配点×１．００ 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×０．７５ 

Ｃ 優れた提案がある 配点×０．５０ 

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×０．２５ 

Ｅ 評価できる提案がない 配点×０．００ 
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② 価格評価 
提案価格について、以下に示す方法に基づき価格評価点を付与した。 

 

価格評価点＝ ｛ （最低提案価格） ／ （当該提案価格） ｝ × ３０点 

※最低提案価格：各応募グループの提示した提案価格のうち、最も低い価格 

※当該提案価格：当該応募グループの提示した提案価格 

 

受付番号 提案価格（税抜） 価格評価点 

11 １３０，７４９千円 30.00 

※上限価格：１３０，７４９千円（税抜） 

 

③ 評価の結果 
総合評価点は次表のとおりである。 

なお、審査段階では、応募者の構成員及び協力企業の実名及び提案価格を伏せて審査し、審

査終了後に提案価格を開示し、総合評価点を確認した。 

 

総合評価点 ＝ 技術評価点 ＋ 価格評価点 

 

受付番号 ①技術評価点 ②価格評価点 総合評価点 

（①＋②） 

11 50.125 30.00 80.13 

   

(5) 事業予定者の決定 
市は、審査委員会での評価の結果を踏まえ、令和 2年 1月 27日に事業予定者として決定し

た。 

 

受付番号 グループ名 

11 匠・柴田グループ 
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4. 審査講評個別講評 
① 【施工中の配慮：居住性の確保】について 
 補強フレームの設置工事において、騒音、振動、粉塵の発生を低減する工法を採用し、

施工中の居住性の低下への配慮がなされることが高く評価された。 

 廊下や住棟の出入り口の通行ができず迂回を要する期間が生じるため、一部の入居者

には生活上の支障が生じる恐れがあるものの、バルコニーにおいては一部の住戸でス

リット工事を行う程度であり、多くの住宅に支障がない提案となっていることが評価

された。 

 

② 【施工中の配慮：安全確保】について 
 敷地の状況と補強計画から、施工エリアと入居者の動線とを完全に分離することが困

難であるなど、安全確保の上で非常に厳しい条件下での施工となることから、各工程に

応じた警備員等の適切な配置など、安全確保に万全を期すようさらなる配慮を求める

べきとの指摘があった。 

 

③ 【施工後の配慮：居住性の確保】について 
 廊下側へのみ補強フレームを設置すること、かつ、補強構面数が比較的少ないことによ

り、居住性の確保に配慮された提案となっていることが高く評価された。 

 補強フレームの躯体接続のためのスラブ増設により、一部の住戸の採光、通風等に影響

を及ぼすとともに、廊下に両端部や階段室前で段差が生じてしまうことから、一部の住

戸で居住性が低下するものの、補強フレーム設置部分の廊下の手摺をアルミ格子手摺

に改修することや、廊下の段差部にスロープや手摺を設置するなど、居住性の確保に一

定の配慮がなされていることが評価された。 

 

④ 【施工後の配慮：景観への配慮】について 
 周辺のまちなみ等との調和を考慮した色彩の検討がなされているものの、形態的に目

立つ耐震補強部材を対象建築物に馴染ませるなどの建物との一体性を感じさせる色彩

の提案とはなっていないとの指摘があった。 

 

⑤ 【施工後の配慮：維持管理性の配慮】について 
 鋼材に高い防錆仕様及び高品質・高耐久性に優れた PCaフレーム部材を使用しており、

耐候性に一定の配慮がなされていることが評価された。 

 

⑥ 【施工後の配慮：安全確保】について 
 補強フレームへの衝突防止やよじ登り対策として、補強フレーム周囲に侵入防止柵を

設置するなど、安全確保や防犯への配慮がなされていることが評価された。 
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⑦ 【耐震工法の適用性：耐震工法の適切性】について 
 ある程度の実績がある耐震工法ではあるものの、本提案においては、補強フレームが北

側立面の西側に集中して設置されることや、耐震スリットの設置に規則性が欠ける部

分があることなどから、耐震診断の結果と実際の地震時の建物の挙動とに軽視できな

い相違が生じる可能性があることが懸念されるため、設計段階ではこのことに十分に

配慮すべきとの指摘があった。 

 

⑧ 【耐震工法の適用性：構造躯体等の非損傷性】について 
 大地震時に建具廻りの非構造部材が損傷する可能性はあるものの、住戸玄関は梁間方

向に配置されているため、避難経路となる玄関ドアが閉塞する可能性は大きくないと

いえると評価された。 

 

⑨ 【施工計画】について 
 早期発注による建設資材の調達など、円滑に業務を遂行するための方策は検討されて

いるものの、厳しい施工条件下での工事であることを踏まえ、各工程に応じた綿密な施

工計画を策定すること、住民要望に柔軟に対応するなど、慎重かつ丁寧に業務が遂行さ

れることを期待したいとの意見があった。 

 

⑩ 【環境への配慮】について 
 PCa部材の使用や、発生土の少ない回転貫入鋼管工法の採用など、廃棄物の削減・省資

源化に関する具体的提案がなされていることが評価された。 

 

5. 総評 
審査委員会は、事業者評価基準に基づいて、厳正かつ公正に評価を行いました。 

応募者の提案内容は、本事業に対する意欲を感じさせるものであり、また、事業目的を踏ま

えた創意工夫を凝らした優れた内容が含まれるものでした。 

また、提案書作成における努力については高く評価をしており、応募者に敬意を払うととも

に深く感謝する次第です。 

この評価の結果を踏まえ、市により決定された事業予定者は、市と協力のうえ、提案内容を

確実に実行し、市営住宅の良好なストック形成と安全・安心な住環境の整備に貢献されること

を期待します。  
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【最優秀提案者 受付番号 11】 

北面 

 

 

外観イメージ図（今後変更する場合があります 
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