
【募集要項 別添資料－２】 

神石高原町仙養ヶ原森林公園整備等事業 

優先交渉権者選定基準 

平成２６年６月 

広島県 神石郡 神石高原町



【 目 次 】 

１  総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２  審査方法に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）事業者選定委員会の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）優先交渉権者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）審査の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（４）審査スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３  審査基準に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）審査の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（２）資格審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）内容審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資格審査確認表（表１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

内容審査表（表２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 １ 

 １ 

 １ 

 １ 

 １ 

 ２ 

 ３ 

 ３ 

 ４ 

 ５ 

 ７ 

１０ 



１ 総則 

仙養ヶ原森林公園整備等事業（以下「本事業」という。)における優先交渉権者選定基準(以

下「本選定基準」という。)は，神石高原町(以下「町」という。)が「民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき,本事業を

実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の選定を行うにあたり，その手順及び基準を

示すものである。 

本事業を実施する事業者には，施設の計画，建設，維持管理，運営等の専門的な知識やノウ

ハウが求められるため，選定にあたっては提案内容を総合的に判断して優先交渉権者を選定す

る一般公募型プロポーザル方式を採用する。 

２ 審査方法に関する事項 

（１）事業者選定委員会の設置 

優先交渉権者の選定にあたっては，行政職員で構成するＰＦＩ事業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）を設置する。 

選定委員会は，募集要項をはじめとした事業者選定に係る審査を行うものとする。 

審査にあたる委員は，次のとおり。 

会 長 副町長 

副会長 総務課長 

委 員 まちづくり推進課長 

委 員 産業課長 

委 員 建設課長 

委 員 その他町長が必要と認めた職員等 

（２）優先交渉権者の選定 

町は，優先交渉権者の選定にあたり，本事業の目的及び諸条件等を遵守し，施設の整備，

維持管理及び運営を確実に行う能力を有する事業者を選定することを基本とする。 

このため，本事業に係る施設整備，維持管理及び運営，事業計画等に関する提案を受け，

これを選定委員会において総合的に審査し，最も優れた応募者（優先交渉権者）を選定する。 

選定委員会の審査による選定を受け，町は優先交渉権者（事業予定者）及び次点交渉権者

を決定する。 

（３）審査の手順 

町は，優先交渉権者の選定に先立ち，資格審査書類を基に，応募者の参加資格要件につい

て確認する。なお，応募者が参加資格要件を満たしていない場合は失格とする。 

参加資格要件を満足している応募者については，町は選定委員会に対して，資格審査結果

を報告するとともに，提案書類に基づき選定委員会で提案内容の審査を行う。 

審査の流れは，次の図のとおり。 
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審査の流れ 

（４）審査スケジュール 

優先交渉権者の選定は，次のスケジュールで実施する。（予定） 

実施事項 スケジュール 

募集要項の公告（配布） 平成２６年６月上旬 

参加表明書の受付 平成２６年６月上旬 

募集要項に関する質問の受付 平成２６年６月上旬 

募集要項に関する質問に対する回答 平成２６年６月上旬 

提案書の受付 平成２６年６月中旬 

応募者プレゼンテーション 平成２６年６月下旬 

優先交渉権者の選定，審査結果の通知・公表 平成２６年６月下旬 

【神石高原町（事務局）】 

資格審査 

・応募資格の確認 

・事業実績の確認 等 

提案書受付 

資格審査 

【選定委員会】 

内容審査 

・本事業に対する理解 

・質の高いサービス提供能力 等 

内容審査 

プレゼンテーション 

優先交渉権者 選定 

【神石高原町（事務局）】 
優先交渉権者 決定 

審査結果通知・公表 

失格 

資格要件 

不備 
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３ 審査基準に関する事項 

（１）審査の方法 

町は，選定委員会を設置し，選定委員において応募者の提案書類に基づき，次の事項を審

査するものとする。町は，選定委員会による審査結果を受けて，優先交渉権者を決定する。 

①資絡審査 

ア 応募者の構成要件 

イ 応募者の資格要件 

②内容審査 

ア 事業方針 

イ 施設設計業務 

ウ 施設建設業務 

エ 施設維持管理業務 

オ 施設運営業務 

カ 経営内容 

（１－１）資格審査 

町は，応募者が参加条件を満たしていることを審査する。 

①提案関係書類の確認 

町は，募集要項に定める提案書類の有無を確認する。 

②資格審査 

町は，募集要項に定める応募者の構成要件及び資格要件等について確認する。 

（１－２）内容審査 

審査委員会は，応募者が本事業を長期にわたって適切に実施する能力を審査する。 

①提案内容の確認 

提案書に記載された内容が，募集要項及び要求水準書に示す要件を満たしていることを

確認する。 

②プレゼンテーションの実施 

優先交渉権者選定基準の内容審査を行うにあたり，民間事業者によるプレゼンテーショ

ンを実施する。 

プレゼンテーションの方法は，張り図又はマイクロソフトパワーポイントによるプロジ

ェクター投影，あるいは併用によるものとします。なお，張り図及びパワーポイントによ

る内容は，提案書に記載された事項（文章・図表）に限るものとし，新たな提案について

は認めない。 

なお，プレゼンテーションに関する日時，場所，参加人数等の詳細は，応募者に対して

別途通知する。 

③選定委員会による審査 

提案内容の確認及びプレゼンテーションを終えた提案書について，別紙「内容審査表」

に基づき，選定委員会において各審査委員が評価項目ごとに評価し，提案内容が適切と判

断される場合，得点を付与する。その得点の合計点を算出し，最も得点の高い提案から順
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位付けを行う方法で審査を行う。この審査結果について，選定委員会は意見を付して町に

対して報告する。 

なお，内容審査の結果，得点が５０点に満たない提案を行った民間事業者については，

優先交渉権者又は次点交渉権者に選定しないものとする。いずれの提案も，得点が５０点

に満たない場合には，その旨を町に対して報告する。 

（１－３）優先交渉権者の決定・通知 

町は，選定委員会による審査結果を踏まえ，応募者の中から１社又は１グループを優先交

渉権者として決定するとともに，次点交渉権者も決定する。 

また，優先交渉権者の審査及び決定の結果は，各応募者に個別に通知するとともに，結果

の概要を公表する。 

（１－４）優先交渉権者との協議及び事業者の選定 

町は，優先交渉権者から提案された事業計画を基に，事業実施にあたっての具体的な条件

等について，当該優先交渉権者と協議を行い，協議が整った場合は，当該優先交渉権者を事

業者として選定する。 

ただし，協議が整わなかった場合には，次点交渉権者と協議するものとする。 

（２）資格審査 

資格審査は，応募者の提出資料を基に，募集要項に示す資格要件等を満足していることを

審査する。 

（２－１）資格審査項目及び評価 

資格審査項目及び評価は，次のとおりとする。 

資格審査項目 評価 

①提案書関係書類は全て整っているか Ａ ・ Ｂ 

②応募者の構成要件を満足しているか Ａ ・ Ｂ 

③応募者の資格要件を満足しているか Ａ ・ Ｂ 

（２－２）資格審査基準 

評価の考え方は，次のとおりとし全ての資格審査項目で「Ａ」の評価を得ていることが必

要である。 

Ａ：資格審査項目の内容を全て満足する。 

Ｂ：資格審査項目の内容の一部又は全てを満足しない。 

（２－３）資格審査項目の内容 

町は，資格審査確認表（表１）に基づき，資格に関する内容を確認する。 
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（３）内容審査 

内容審査は，本事業に関わる具体的な提案内容について，応募者が本事業を継続して安定

的かつ適切に運営していくための工夫や積極的な取組内容の評価を行う。また，事業の安定

性を検討する。 

資格審査項目及び評価は次のとおりとする。 

（３－１）内容審査項目及び配点 

内容審査項目及び配点は次のとおりとする。 

内容審査項目 配 点 

事業方針 １０点 

施設整備 
施設設計業務 ２０点 

２５点 
施設建設業務 ５点 

施設維持管理・運営 
施設維持管理業務 １５点 

３５点 
施設運営業務 ２０点 

経営内容 ３０点 

合 計 １００点 

また，内容審査項目の内訳とこれに対応した提案書様式は次のとおりとする。 

区分 審査項目 提案書様式 

表紙  表紙          （様式１３） 

事業方針 （１）事業方針 Ⅰ－１ 事業方針        （様式１４） 

  Ⅰ－２ 提案の特徴       （様式１５） 

  Ⅰ－３ 地域の活性化・交流等  （様式１６） 

  Ⅰ－４ 事業満了時の対応    （様式１７） 

施設設計業務 （１）民間提案施設 Ⅱ－１ 施設計画（民間提案施設）（様式１８） 

 （２）施設配置計画 Ⅱ－２ 施設配置計画      （様式１９） 

 （３）工程 Ⅱ－３ 工程          （様式２０） 

 （４）安全対策 Ⅱ－４ 安全対策        （様式２１） 

 （５）環境対策 Ⅱ－５ 環境対策        （様式２２） 

施設建設業務 （１）施工方法 Ⅲ－１ 施工方法        （様式２３） 

施設維持管理業務 （１）施設維持管理体制 Ⅳ－１ 維持管埋体制      （様式２４） 

 （２）維持管理方法 Ⅳ－２ 維持管埋方法      （様式２５） 

施設運営業務 （１）施設運営体制 Ⅴ－１ 運営体制        （様式２６） 

 （２）運営方法 Ⅴ－２ 運営方法        （様式２７） 
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経営内容 （１）資金計画 Ⅵ－１ 資金計画        （様式２８） 

 （２）収入 Ⅵ－２ 収入（利用料金）    （様式２９） 

 （３）事業収支計画 Ⅵ－３ 事業収支計画      （様式３０） 

 （４）事業の安定性 Ⅵ－４ 事業の安定性      （様式３１） 

 （５）リスクの管理方針 Ⅵ－５ リスクの管理方針    （様式３２） 

（３－２）内容審査基準 

評価は，それぞれの項目ごとに５段階とし，内容審査表（表２）に示す配点の範囲内で評

価する。なお，評価の考え方は次のとおりとする。 

Ａ （配点×１００％）：応募者独自の提案であり，極めて優れた効果が期待できる。 

Ｂ （配点× ７５％）：提案の効果に大きな期待ができる。 

Ｃ （配点× ５０％）：提案の効果に期待ができる。 

Ｄ （配点× ２５％）：提案の効果があまり期待できない。 

Ｅ （配点×  ０％）：提案の効果が期待できない。 

（３－３）内容審査項目の内容 

選定委員会は，内容審査表（表２）に基づき，提案内容に関する審査を実施する。 

なお，内容審査の結果，得点が５０点に満たない提案を行った民間事業者については，優

先交渉権者又は次点交渉権者に選定しないものとする。 
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（表１） 

資格審査確認表 

項 目 内  容 
チェック 

Ａ・Ｂ 

1 提案書関係書類の有無：次の書類が全て提出されていること。 

 1.1 参加表明に関する提出書類 

  (1)参加表明書 （様式1）  

  (2)グループ構成表 （様式2）  

  (3)委任状 （様式3）  

 1.2 提案書提出に関する提出書類 

  (1)提案書類提出届 （様式8）  

  (2)業務要求水準確認書 （様式9）  

 1.3 資格審査に関する提出書類 

  (1)資格審査申請書 （様式10）  

  (2)会社概要（定款及び登記事項証明書を添付。パンフレット等添付可。）  

(3)納税証明書 

（国税：「その３」又は「その３の３」：提出日前３か月以内に発行されたもの） 

  (4)納税証明書（町税：提出日前３か月以内に発行されたもの） （様式11）  

  (5)貸借対照表（直近決算１期分）   

  (6)損益計算書（直近決算１期分）   

  (7)資格要件に関する調書 （様式12）  

  (8)一級建築士事務所登録を証明する証書の写し   

  (10)設計・監理を担当する者に係る法令に基づく資格・免許を証明する書面の写し  

  (11)施工を担当する者に係る建設業許可を証明する証書の写し  

  (10)維持管理・運営を担当する者の実績を証する書類の写し（契約書等）  

 1.4 内容審査に関する提出書類 

  (1)表紙 （様式13）  

  (2)  Ⅰ－１ 事業方針 （様式14）  

  (3)  Ⅰ－２ 提案の特徴 （様式15）  

  (4)   Ⅰ－３ 地域の活性化・交流等 （様式16）  

  (5)  Ⅰ－４ 事業期間満了時の対応 （様式17）  

  (6)  Ⅱ－１ 施設計画（民間提案施設） （様式18）  

  (7)  Ⅱ－２ 施設配置計画 （様式19）  

  (8)  Ⅱ－３ 工程 （様式20）  

  (9)  Ⅱ－４ 安全対策 （様式21）  

  (10) Ⅱ－５ 環境対策 （様式22）  

  (11) Ⅲ－１ 施工方法 （様式23）  

  (12) Ⅳ－１ 維持管理体制 （様式24）  

  (13) Ⅳ－２ 維持管理方法 （様式25）  
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 1.4 内容審査に関する提出書類（つづき） 

  (14) Ⅴ－１ 運営体制 （様式26）  

  (15) Ⅴ－２ 運営方法 （様式27）  

  (16) Ⅵ－１ 資金計画 （様式28）  

  (17) Ⅵ－２ 収入（利用料金） （様式29）  

  (18) Ⅵ－３ 事業収支計画 （様式30）  

  (19) Ⅵ－４ 事業の安定性 （様式31）  

  (20) Ⅵ－５ リスク管理方針 （様式32）  

【図面・設計書類】 

(21) 全体平面図，全体イメージ図（鳥瞰図），提案施設ごとに整備内容が分かる図面等 

【資金調達に係る書類】 

(22) 金融機関等が発行する融資確約，関心表明又はこれに類する書類の写し 

（提出が可能な場合のみ） 

2 構成要件 

 2.1応募者の構成：次の事項を満足すること 

(1) 応募者は「応募者の資格要件」を満たす構成員から成る民間事業者又は民間事業者のグ

ループであること。 

(2) 応募者が複数の民間事業者により構成されるグループとなる場合は，代表者を定め，代

表者が応募手続きを行っているとともに，対応窓口となっていること。 

(3) 応募者又は応募者の構成員のいずれかが，他の応募者の構成員として重複参加していな

いこと。 

 2.2 応募者の制限:次の事項に該当する構成員を含まないこと 

  (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者  

(2) 参加表明書受付日から優先交渉権者決定日までの間のいずれかの日において，神石高原

町建設業者等指名除外要綱（平成２４年告示第３４号）及び神石高原町物品調達等の競争

入札等に係る指名除外要領（平成２１年告示第１１４号）第２条又は第３条の規定による

指名除外を受けている者 

(3) 参加表明書受付日から優先交渉権者決定日までの間のいずれかの日において，建設業法

（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項又は第５項の規定による営業停止処分を受

けている者 

(4) 参加表明書受付日から優先交渉権者決定日までの間のいずれかの日において，建築士法

（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による処分を受けている者 

(5) 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）の規定に基づいて更正手続開始の申立てがな

されている者 

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づいて再生手続開始の申立て

がなされている者 

  (6) 地方自治法施行令第２４４条の２第１１項の規定に該当する者  

(7) 本町における指定管理者の指定手続において，その公正な手続を妨げた者又は公正な価

格の成立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合した者 
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 2.2 応募者の制限:次の事項に該当する構成員を含まないこと（つづき） 

  (8) 町税及び国税を滞納している者（納税義務を有する場合）  

(9) 神石高原町暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）第２条第１号から第３号までに

該当する者 

3 応募者の資格要件：次の事項を満足すること 

 3.1 建築物等の設計を担当する者（請負契約により実施する場合は，当該請負者） 

  (1) 建築士法第２３条に規定する一級建築士事務所の登録を行っていること。  

 3.2 施設整備を担当する者（請負契約により実施する場合は，当該請負者） 

  (2) 平成25・26年度の神石高原町建設工事入札参加資格の認定を受けていること。  

  (3) 建設業法第３条第１項の営業所を広島県内に有すること。  

(4) 土木一式工事又は建築一式工事について，建設業法第７条又は第１５条の規定に基づく

一般建設業又は特定建設業の許可を受けていること。 

 3.3 施設維持管理・運営を担当する者（請負契約により実施する場合は，当該請負者） 

  (1) 公園等の維持管理及び運営の実績を有していること。  
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（表２） 

内容審査表 

項  目 評価のポイント 配点 

1 事業方針 

 (1)事業方針 

  ①事業方針 ・本事業の主旨を踏まえた適切な基本コンセプトを提案しているか 2 

  ②提案の特徴 ・実績を活かした独自性，実現性のある提案となっているか 3 

③地域の活性化・交

流等 

・地域の活性化を考慮した提案がなされているか 

・地域住民との交流を考慮した提案がなされているか 

・周辺地域等との連携を考慮しているか 

3 

④事業期間満了時の

対応 
・事業期間満了後の事業計画は明示され適切か 2 

2 施設設計業務 

 (1)施設計画 

①民間提案施設の内

容・規模 
・本事業の主旨を踏まえた民間提案施設となっているか 10 

 (2)施設配置計画 

  ①施設配置計画 ・各施設の配置は適切に計画されているか 2 

 (3)工程 

  ①全体工程 ・事業契約締結から事業期間終了までの具体的な工程計画は適切か 3 

 (4)安全対策 

  ①安全対策 ・安全対策に関して特筆すべき提案はあるか 2 

 (5)環境対策 

  ①色彩への配慮 ・公園全体の景観にマッチした色彩を採用しているか 
3 

  ②周辺環境対策 ・周辺環境対策に関して特筆すべき提案はあるか 

3 施設建設業務 

 (1)施工方法 

  ①安全対策 ・適切な安全対策が講じられているか 

5 ②周辺地域への影響

対策 

・騒音・振動・汚水処理等の低減対策について具体的な提案はあるか 

・工事用車両の通行に関し，具体的な交通安全対策について提案はあるか 

4 施設維持管理業務 

 (1)施設維持管理体制 

  ①組織構成 ・適正かつ確実な業務処理体制を構築しているか 3 

 (2)維持管理方法 

  ①日常維持管理 
・利用者への日常管理に関する指導・管理は適切か 

・快適な利用環境が保持される実施内容となっているか 
4 

  ②日常保守・修繕 
・施設・設備等の日常保守・修繕の方法は適切か 

・保守点検マニュアルの考え方について具体的な内容が提案されているか 
4 
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項  目 評価のポイント 配点 

③維持管理に係るク

レーム対応 
・クレームを適切に対応する体制は確保されているか 4 

5 施設運営業務 

 (1)施設運営体制 

  ①運営体制 ・適正かつ確実な業務処理体制を構築しているか 3 

 (2)運営方法（営業戦略含む。） 

  ①日常運営 

・利用料金等の徴収方法等は適切か 

・利用状況把握や緊急連絡等が速やかに行える体制が適切に整備されてい

るか 

6 

  ②安全対策 

・事故発生時の迅速な対応は可能か 

・異常気象時の迅速な対応は司能か 

・施設利用者への啓発活動は適切か 

5 

③運営に係るクレー

ム対応 
・クレームを適切に対応する体制は確保されているか 6 

6 経営内容 

 (1)資金計画 

  ①資金調達 
・適正な資金構成となっているか 

・資金調達の確実性は確保されているか 
5 

 (2)収入 

  ①利用料金 
・適正な利用料金が設定されているか 

・無理のない収入見込みとなっているか 
5 

 (3) 事業収支計画 

  ①事業収支計画 
・業務内容と整合のとれた適正な収入・支出が計上されているか 

・予期せぬ事態発生に対し対応策が検討されているか 
5 

 (4)事業の安定性 

  ①事業採算性 
・長期安定的な運営の観点から充分な収益水準を見込んでいるか 

・資金不足対策は実効性を伴う計画となっているか 
10 

②その他の事業安定

性に関する対策 
・上記以外の事業の安定性の確保策について特筆すべき提案はあるか 3 

 (5)リスク管理方針  

  ①リスク管理方針 
・本事業の特性等を踏まえたリスク管理方針について具体的な提案がされ

ているか 
2 

合   計 100 
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