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１．審査概要 

大館市斎場建設基本・実施設計業務の受託者を選定するため、令和４年５月 19 日、
「大館市斎場建設基本・実施設計業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」
という。）」が設置され、参加企業を公募することとした。 

参加企業には５者から応募があり、審査委員会における一次評価を行った結果、
二次評価を行う技術提案の提出を求める者として上位４者を選出した。 

令和４年８月 25 日、第３回審査委員会を開催し、参加企業４者から提出された
技術提案について二次評価の事前審査を行った。引き続き、プレゼン・ヒアリング
を行い、その後、第４回審査委員会を開催し、最終審査の結果、最優秀提案者及び
優秀提案者を特定した。 

 
２．参加企業の審査 
（１）審査結果 

最優秀提案者 株式会社 梓設計 東北事務所 
優 秀 提 案 者 株式会社 山下設計 東北支社 

 
（２）特定理由 
  最優秀提案者及び優秀提案者ともに高い評価を得た。 

最優秀提案者は、全ての項目で的確性・創造性・実現性において高い評価を受け、
特に特定テーマ a における提案が最も優れていた。 

優秀提案者は、特定テーマｄにおける提案で優れていた点があったが、その他の
項目においては、最優秀提案者に及ばなかった。 

 



（３）評価表 
① 一次評価 
評価項目 評価着目点 配点 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

企業能力 

技術職員数 14.00 14.00 14.00 3.00 3.00 3.00

有資格者数 16.00 16.00 16.00 3.00 3.00 3.00

業務実績 30.00 22.32 17.76 14.40 11.40 4.80

配置技術者の 

専門資格 40.00 26.00 28.00 28.00 28.00 28.00

業務実績 60.00 24.00 26.22 12.95 10.45 6.80

経験年数 40.00 39.00 36.40 33.80 38.00 40.00

地域経済貢献 市内企業活用 20.00 17.14 17.14 17.14 11.43 11.43

合 計 220.00 158.46 155.52 112.29 105.28 97.03

 
② 二次評価 

評価項目 配点 

第１位 第２位 第３位 第４位 

参加企業 B
㈱梓設計 

東北事務所

参加企業 C
㈱山下設計
東北支社 

参加企業 D 参加企業 A

業務の実施方針 120 95 89 79 82

特定テーマ 450 366 340 275 273

取組意欲・基本計画の理解度 30 28 24 22 19

合 計 600 489 453 376 374

 
（４）審査講評 

① 一次評価 
本プロポーザルには、参加企業として５者の応募があり、５者全てが参加資格

条件を満たしていることが確認された。審査委員会において、同種・類似業務の
実績や技術者の資格・技術力、地域経済への貢献度について審査を行った結果、
二次評価における技術提案の提出を求める者として、上位４者を選出した。 



② 二次評価 
一次評価で選出された参加企業４者全てから、技術提案が提出された。 
提出された技術提案について、第３回審査委員会を開催し、事前審査を行った。

また、評価の着目点や確認事項等を協議した。 
 

 引き続き、プレゼン・ヒアリングを行い、各参加企業に対し、考え方や疑問点
等について、説明及び回答を求めた。各参加企業とも取組意欲にあふれ、また、
本市の考え方に対して様々な視点から十分配慮された提案であった。 
 

 評価項目別にみると、業務の実施方針では、住⺠意見の反映を考慮したワーク
ショップや説明会の開催、建設資材の高騰へ対応したコストの検証、地場産木材
活用のための工程等の提案がなされ、この項目では、設計業務の進めかたや住⺠
参加、業務実施上の配慮について、より詳細で実現性が高い提案が評価を受けた。 
 

 特定テーマａ「地域の風習や遺族等に配慮した落ち着きある空間とユニバーサ
ルデザインの考えかた」では、火葬中の水あげ供養という本地域の風習に応じた
プライバシーが確保された葬送空間、会葬者から運営者まで全ての人が安心して
利用しやすい平屋建ての施設構成及びバリアフリーの動線計画等が提案された。
この項目では、告別・待合・収骨の一連を一貫したプライベート空間で構成する
会葬ごとのプライバシーに配慮した専有ユニット型の提案が高い評価を受けた。 
 

特定テーマｂ「地場産材の活用と安全な構造を両立したライフサイクルコスト
抑制の考えかた」では、エントランスや待合スペースは地場産材を積極的に活用
した木造、火葬スペースは RC 造としながら安全性を確保した構造計画、建物・
躯体の⻑寿命化等の提案がなされた。この項目では、地場産材活用、安全な構造、
ライフサイクルコスト抑制等の観点から実現性の高い提案が評価を受けた。 

 

特定テーマｃ「周辺住⺠・周辺環境に配慮・調和した施設外観・敷地利用の考
えかた」では、高低差のある敷地における経済的な造成計画や、火葬炉機械室を
１階に配置し建物の高さを抑えた計画、築山や植栽等で背景と調和した施設外観
の提案がなされた。この項目では、施設がより地域の風景と同調しながら、近隣
の集落や道路から施設内の人や車の動きを自然に隠す提案が高い評価を受けた。 

 

特定テーマｄ「環境への負荷軽減の考えかた（ゼロカーボンシティ宣言都市）」
では、地中熱や地下水の空調への活用、自然風や自然光を取り入れた建物構造に
よる空調や照明負荷の軽減、エコマテリアルの採用等、環境負荷の低減と CO2 の
排出削減について具体的な提案がなされた。この項目では、無駄のない木材利用
及び木質構造や、本市の気候特性を踏まえた省エネ手法等、ゼロカーボンシティ
宣言都市にふさわしい提案が高い評価を受けた。 

 



プレゼン・ヒアリングを受けて開催した第４回審査委員会にて、最優秀提案者
及び優秀提案者の特定を行った。各委員による評価等を確認し合い、最終審査を
行った結果、第１位が参加企業 B、第２位が参加企業 C、第３位が参加企業 D、
第４位が参加企業 A となった。この結果を改めて全委員にて確認のうえ、第１位
の参加企業 B を最優秀提案者に、第２位の参加企業 C を優秀提案者に特定した。 
なお、第１位の技術提案は、各項目において高得点を得た。最優秀提案者には、
設計共同企業体として、地元設計業者の構成員とともに関係各所と連携しながら、
新斎場の建設に向けて鋭意、設計業務に取り組んでいただきたい。 

 

   最後に、技術提案を行っていただいた各参加企業において、貴重な時間と多大
な労力を費やし真摯に取り組まれたことに対して、深く感謝するとともに敬意を
表するものである。 

 
（５）審査スケジュール／最優秀提案者及び優秀提案者特定までの経緯 
 

令和４年５月 19 日 第１回審査委員会開催 実施要領・評価基準等を決定 

令和４年５月 31 日 公告（公募開始） 市ホームページに掲載 

令和４年６月 8 日 第１回質問書提出期限 質問数 15 

令和４年６月 13 日 第１回質問書回答公表 市ホームページに掲載 

令和４年６月 16 日 参加表明書等提出期限 参加企業５者 

令和４年６月 28 日 第２回審査委員会開催 技術提案を求める４参加企業を選定 

令和４年６月 30 日 一次評価結果通知 参加企業５者へ 

令和４年７月 6 日 現地説明会開催 技術提案を求めた４参加企業が参加 

令和４年７月 15 日 第２回質問書提出期限 質問数 12 

令和４年７月 20 日 第２回質問書回答 技術提案を求めた４参加企業へ回答 

令和４年８月 4 日 技術提案書等提出期限 技術提案を求めた４参加企業より提出 

令和４年８月 25 日 第３回審査委員会開催 技術提案の事前審査 

 プレゼン・ヒアリング 技術提案を求めた４参加企業が出席 

 第４回審査委員会開催 最優秀提案者及び優秀提案者の特定 
 
 


