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種子島宇宙センター第３衛星フェアリング組立棟新築他３件工事に係る 

優先交渉権者の選定及び特定の経緯 

2021年4月14日 

１．工事概要 

（１）発注者

（２）工事名

（３）工事場所

（４）工事概要

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

種子島宇宙センター第３衛星フェアリング組立棟新築他３件工事 

（以下、「本工事」という。） 

鹿児島県南種子町平山立本国有林1126い林小班 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 種子島宇宙センター地内 

新築工事 

第3衛星フェアリング組立棟 

   構造：鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階建て 

   規模：建築面積 約4,300㎡ 、延床面積 約5,800㎡ 

   内容：建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事 

（５）工期 契約締結日の日の翌日から2023年3月31日まで 

２．経緯 

（１）契約者決定の流れ

① 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告

↓ 

② 参加表明書等の提出

↓ 

③ 技術提案書等の提出

↓ 

④ 優先交渉権者の選定

↓ 

⑤ 技術協力業務・価格等交渉

↓ 

⑥ 見積合せの執行・契約者の決定

（２）契約者決定までの主な経緯

契約者決定までの主な経緯は、表－１のとおりである。
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表－１ 契約者決定までの主な経緯 

日付 内容 

２０２０年９月２日 優先交渉権者選定評価審査委員会（公示内容確認） 

２０２０年９月９日 契約手続開始の公示 

２０２０年９月９日 

～２０２０年９月２４日 

参加表明書等の提出期間 

２０２０年１０月２日 優先交渉権者選定評価審査委員会（技術提案提出要請者決定） 

２０２０年１０月５日 技術提案書等の提出要請 

２０２０年１０月５日 

～２０２０年１１月６日 

技術提案書等の提出期間 

２０２０年１１月２０日 技術提案書等の提出者へのヒアリング 

２０２０年１１月２０日 優先交渉権者選定評価審査委員会（優先交渉権者決定） 

２０２０年１１月２４日 優先交渉権者選定通知 

２０２０年１１月３０日 基本協定の締結、設計協力協定の締結 

２０２０年１２月７日 実施設計技術協力業務の契約締結 

２０２０年１２月７日 

～２０２１年２月１９日 

価格等交渉（延べ８回） 

２０２１年２月２６日 優先交渉権者選定評価審査委員会（契約相手方特定） 

２０２１年３月３日 優先交渉権者の特定通知 

２０２１年３月１８日 工事請負契約締結 

（３）工事実施者の選定方式

本工事は、種子島宇宙センターにＨ３ロケットに対応した新たな衛星建屋である第３衛星フェア

リング組立棟（ＳＦＡ３）の建築工事を行うものであり、建設工期を順守する前提の元、離島での工

事という特殊事情を鑑みながら予定する事業費内で確実に建設する必要があることから、「公共工事

の品質確保の促進に関する法律第１８条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方

式」のうち、設計段階から施工者独自のノウハウ等を活用する発注方式（技術提案・交渉方式（技

術協力・施工タイプ））を採用することとした。本方式は、技術提案に基づき選定された優先交渉

権者と技術協力業務の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させ、

工事額を算出した上で価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結するものであ

る。 

（４）工事実施者の選定体制

技術提案等の審査・評価においては、中立かつ公正な審査・評価の確保を図るため、学識経験者

を含む委員で構成する「種子島宇宙センター第3衛星フェアリング組立棟他新築工事優先交渉権者選

定評価審査委員会」（以下「評価審査委員会」という。）を設置した。評価審査委員会は学識経験

者５名で構成し、公示前、技術審査段階、価格等の交渉段階の３段階において意見徴収を行った。

なお、評価審査委員会は公平性の確保及び円滑な運営のため非公開とした。 
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３．参加資格確認 

（１）参加資格確認の概要

参加資格確認は、技術提案書を提出する参加者として適正な資格と必要な実績を有するかを審査

するものである。 

（２）審査結果

２０２０年９月２４日までに１社の参加申請があり、提出された参加資格確認申請書について

審査を行った結果、参加資格を満たしていた。競争資格を有する者として２０２０年１０月５日

付けで技術提案書等の提出要請を通知した。 

４．技術提案等の審査 

（１）技術提案等審査の概要

技術提案審査にあたり、以下の提案を求めた。

①事業意図及び設計意図の理解と、技術協力業務の実施方法

②施工・工程計画についての提案

③クリーンルームにおける空調システム及び気流の最適化及び室圧確保等に対する技術的所見

④QCDSEの観点からの各種施工の合理化（ユニット化及び自動化含む）に対する技術的所見

技術提案書等の提出のあった１者に対して技術提案等を評価し、技術協力業務及び価格等の交

渉を行う優先交渉権者１者の交渉権者を決定した。技術提案等の評価は、約９０分のヒアリング

を実施し提案内容を確認し、上述の提案項目に関する提案内容の審査を行った。 

（２）審査基準

審査にあたっての評価基準及び配点は、表－３のとおりである。



4 

表－３ 評価事項及び配点 

項目 評価項目 評価事項 配点 

技術 

提案 

項目 

①事業意図及び設計意図の理

解と、技術協力業務の実施方

法

理解度 事業意図、設計意図、現地条件等を踏まえ、

提案内容の適用上の課題及び不確定要素等を

理解し整理されているか 

5 19 

実施手順 実施設計へのフィードバック方法や技術検証

についての工夫が具体的に示されているか 

5 

実施体制 施工規模及び提案内容を踏まえ、必要な資格

及び実績のある担当者が十分に確保されてい

るか※１ 

9 

②施工・工程計画についての

提案

的確性 離島での工事を考慮し、工期遵守及び工事費

縮減に関する提案等が理解度の高い提案とな

っているか 

15 25 

実現性 提案内容の実施事例や類似実績の記載がある

等、提案に具体的な裏付けがあるか 

10 

③クリーンルームにおける空

調システム及び気流の最適化

及び室圧確保に対する技術的

所見

的確性 空調環境条件に関する提案等が、設計意図を

踏まえ、理解度の高い提案となっているか 

10 20 

実現性 提案内容の実施事例や類似実績の記載がある

等、提案に具体的な裏付けがあるか 

10 

④QCDSE の観点からの各種施

工の合理化（ユニット化及び

自動化含む）に対する技術的

所見

的確性 施工の合理化に関する提案について、その効

果が具体的に示されているか 

10 20 

実現性 提案内容の実施事例や類似実績の記載がある

等、提案に具体的な裏付けがあるか 

10 

価格 

項目 

VE 提案採用後概算工事費 

（条件付き採用可能含む） 

VE 提案について施工の確実性、安全性、経済性（工事費

削減効果）等の視点で、採用可能（○）、条件付き採用可

能（△）、不採用（×）を判定した上で、参考見積提案率

（（VE 提案採用後概算工事費／事業費参考額）×100）に

より評価 

20 20 

その他 ワーク・ライフ・バランス等

の推進

ワーク・ライフ・バランス等の推進のための取り組みと

して各種の認定取得があるか

6 6 

計 110 

・技術提案項目については「優、良＋、良、良－、可、不適切」の６段階評価とする。

・※１の評価（①事業意図及び設計意図の理解）については、管理技術者の実績・人数等に応じて評価する。

・価格項目については参考見積提案率が90％以下の場合は一律20点の加点評価、105％の場合は0点で加点

評価無し、それ以降はマイナス点の減点評価とし120％以上は一律-20点の減点評価とする。

【90％＜参考見積提案率≦120％】における評価点は以下により算出する。

【90％：20点】と【105％：0点】を通る直線式により算出される以下のyの値を価格評価点とする。 

価格評価点算定式 y=b×(1-x/a) 

x：（参考見積提案率-90％） 

y：価格評価点 a=15% b=20点 

・評価点は小数点第3 位を四捨五入し、小数点第2 位まで求める。

（３）審査結果

優先交渉権者：鹿島建設株式会社 九州支店

評 価点合 計：25.75点

選 定通知 日：２０２０年１１月２４日

※技術提案書等の提出は１者のみ

５．価格等交渉 

（１）実施方法

発注者及び優先交渉権者で技術協力業の契約を締結するに当たり、設計業務及び技術協力業務の

結果を踏まえた工事の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を２０２０年１１月３０日に

締結した。 



5 

（２）技術協力業務契約の締結

件  名：種子島宇宙センター第３衛星フェアリング組立棟他新築工事実施設計技術協力業務 

契 約 日：２０２０年１２月７日 

契約業者名：鹿島建設株式会社 九州支店 

契 約 金 額：１，９８０，０００円 

履 行 期 間：２０２０年１２月７日～２０２１年３月３１日 

（３）経過

基本協定書に基づき、主な８回の価格交渉等を実施した。主な経過は以下のとおりである。

【第１回】 

・全体工期、工事費等（工事費の縮減検討含む）の前提条件等、ＶＥ／ＣＤ提案の採用可否の確認、

積算に対しての確認事項を調整（離島経費、矮小な道路による分割搬入費）。

【第２回】 

・各工事の価格及び単価構成、数量を確認し、クレーン工事の仕様変更の検討を求めた。ＶＥ

／ＣＤ提案の継続検討の確認及び協議。

【第３回】 

・優先交渉権者より提出された全体工事費調書及びメーカーを確認し、各種工事の詳細確認を

実施。クレーン工事の仕様変更による見積条件の確認を実施。ＶＥ／ＣＤ提案の継続検討の

確認及び協議。

【第４回】 

・電気／機械設備の構成の詳細を確認し、別途工事調整により矮小道路の解消方法を調整。各

種工事の見積仕様を調整。ＶＥ／ＣＤ提案の継続検討の確認及び協議。

【第５回】 

・矮小道路解消のための施工計画について確定。各種工事の見積仕様を調整。ＶＥ／ＣＤ提案

の見込額を確定。

【第６回】 

・各種工事の見積仕様を調整。変更図の修正スケジュールの確認。

【第７回】 

・各種工事の見積仕様を調整。変更図の修正スケジュールの確認。

【第８回】 

・優先交渉権者より再度提出された全体工事費調書、全体工程等に基づき、価格等交渉を行い、

その妥当性を確認した。

上記８回の価格交渉等を踏まえ、発注者において優先交渉権者の価格の妥当性を確認したこと

から、２０２１年２月２６日、第４回優先交渉権者選定評価審査委員会において価格等交渉の結

果について報告し、価格等交渉の結果及び交渉成立の妥当性が確認された。 

（４）価格の妥当性の検証について

優先交渉権者から提出された工種毎における見積額の妥当性の検証については、原則３社以

上の見積りを徴収 した上で最安値の金額を採用していることを確認するとともに、適宜、見積

り条件や仕様についてヒアリングを行い、妥当性を確認した。 

また、総価において、当初発注者が公告時に設定した参考額（予算）と優先交渉権者との見

積額について著しく乖離があったが、発注者が最終的に作成した予定価格と優先交渉権者の見
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積額は乖離が生じていないことから、参考事業費の見直しを行った上で当初契約の範囲を決定

した。 

（参考額）３，８００，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 （契約額）４，１８０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

６．契約相手方の決定 

（１）工事名  種子島宇宙センター第３衛星フェアリング組立棟新築他３件工事 

（２）契約者  鹿島建設株式会社 

（３）工事場所 鹿児島県南種子町平山立本国有林1126い林小班

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 種子島宇宙センター地内 

（４）工事契約締結日 ２０２１年３月１８日

（５）契約金額 予定価格４，２００，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

契約金額４，１８０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

７．技術提案・交渉方式に係る評価審査委員会の経緯 

本工事の手続きにあたっては、中立かつ公正な審査を行うため、学識経験者で構成する評価審

査委員会を設置し、全４回の意見聴取を行った。 

各評価審査委員会の開催日及び審査事項は以下のとおり。 

【第１回評価審査委員会 公示前】 

１）開催日：２０２０年９月２日

２）審査事項 

①技術提案・交渉方式の適用について 

②契約手続きの流れについて 

③技術提案項目・評価基準について 

【第２回評価審査委員会 参加表明書等審査段階】 

１）開催日：２０２０年１０月２日

２）審査事項 

 ①競争参加資格の審査結果について 

【第３回評価審査委員会 技術提案等評価段階】 

１）開催日：２０２０年１１月２０日

２）審査事項 

 ①技術提案等の評価結果について 

【第４回評価審査委員会 価格等交渉段階】 

１）開催日：２０２１年２月２６日

２）報告事項 

①価格等交渉の結果について 




