
 

 

 

 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（平成 11年法律

第 117号）第 11条の規定により、国立印刷局赤羽宿舎（仮称）整備事業に係る事業

者の選定に関する客観的な評価結果をここに公表する。 
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独立行政法人国立印刷局理事長 松村 武人
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Ⅰ 対象事業の概要 

１ 事業名称 

国立印刷局赤羽宿舎（仮称）整備事業 

２ 事業に供される公共施設等の種類等 

（1）施設等の種類 

職員宿舎及びこれに附帯する工作物その他の施設 

（2）施設等の所在等 

ア 立地場所         ：東京都北区赤羽西五丁目 3番 

イ 敷地面積         ：9,400.92㎡ 

ウ 用途地域         ：第一種中高層住居専用地域 

エ 建ぺい率／容積率 ：70％／150％ 

３ 施設等の管理者等の名称 

独立行政法人国立印刷局理事長 松村 武人 

４ 事業の目的 

独立行政法人国立印刷局（以下「国立印刷局」という。）は、保有資産の有効活用の観点から、

都内に散在している老朽化により建て替えが必要な職員宿舎を今回の整備対象となる本事業計

画地に集約の上、早急に建て替えを行う必要がある。その際、国立印刷局赤羽宿舎（仮称）整備

事業（以下「本事業」という。）を PFI 法に基づき実施することにより、民間の資金、経営能力

及び技術的能力を活用し、財政資金の効率的な使用を図りつつ、職員宿舎の整備を行うことを目

的とする。 

５ 事業内容 

本事業は、PFI法に基づき、選定事業者が本件施設を設計及び建設等した後、施設等の管理者

等である国立印刷局に所有権を移転し、事業期間中に係る維持管理業務を遂行する方式（ＢＴＯ

（Build, Transfer, Operate））により実施する。 

本事業は、本件施設の設計及び建設等並びに維持管理業務に係る対価として国立印刷局が選定

事業者に費用を支払うものであり、事業期間は契約締結日から令和 14年 3月 31日とする。 

また、本事業用地における利用可能容積を活用し収益施設を併設するなど、本事業以外の他の

事業(以下「附帯的事業」という｡)を行うことができる。 

 

Ⅱ 経緯 

１ 審査委員会の設置 

国立印刷局は、審査に関して、有識者及び国立印刷局役職員で構成する「国立印刷局赤羽宿舎

（仮称）整備事業に係る事業者選定審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を、国立印刷局

に設置した。審査委員会の構成は次のとおりである。 

なお、審査委員会は非公開とした。 
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審査委員会の構成 

（敬称略） 

役職 氏  名 現  職  等  

委 員 長 山内 弘隆 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 

副委員長 小松 幸夫 早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科 教授 

委  員 平田 京子 日本女子大学家政学部住居学科 教授 

委  員 曽根 英実 独立行政法人国立印刷局 理事 ※ 

委  員 小林 毅久 独立行政法人国立印刷局 理事 

  ※国立印刷局の人事異動に伴い、平成 31年 4月より外崎 亮委員の後任として就任。 

 

２ 審査委員会の開催経過 

審査委員会の開催経過は次のとおりである。 

審査員会 日程 主な審議内容 

第 1回 平成 30年 10月 29日 
委員会の運営方法、特定事業選定における客観的評

価及び落札者決定基準 

第 2回 平成 31年 3月 4日～8日 事業者提案の審査方法（持ち回り審議） 

第 3回 平成 31年 4月 26日 事業者提案の審査及び事業者の選定 

第 4回 令和元年 6月 7日～14日 事業者提案の審査講評（持ち回り審議） 

 

３ 事業者選定手続の経緯 

事業者選定手続の主な経緯は以下のとおりである。 

・ 実施方針公表           平成 30年 8月 3日 

・ 特定事業選定           平成 30年 11月 19日 

・ 入札公告             平成 30年 12月 12日 

・ 入札参加表明書等の受付期間    平成 31年 2月 12日～2月 15 日 

・ 入札提出書類の受付期間      平成 31年 3月 11日～3月 22 日 

・ 開札（入札価格の確認）      平成 31年 3月 25日 

・ 落札者決定            令和元年 5月 24日 

・ 事業者との事業契約締結      令和元年 6月 24日 

 

Ⅲ 事業者の選定 

１ 事業者の選定方法 

本事業は、設計及び建設段階から維持管理段階の各業務を通じて、選定事業者に効率的・効果

的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い能力・ノウハ

ウを総合的に評価することが必要であることから、国立印刷局は、落札者の選定に当たり、価格

及びその他の条件が最も有利な事業計画を提案した者を落札者として選定する総合評価落札方

式を採用した。 
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国立印刷局は、本事業への入札参加希望者が入札参加資格等要件を備えていることを確認し、

次いで入札価格の確認を行った。 

審査委員会は、落札者決定基準に基づき、予定価格の範囲内である提案の審査を行い、評価点

を決定した。 

国立印刷局は、この評価点を入札価格で除した値（総合評価値）が最も高い者を落札者として

決定した。 

 

２ 入札参加資格等要件の確認 

表 1の 2グループから入札参加表明があった。 

全てのグループが入札参加資格要件を充足していることが確認された。 

 

表 1 入札参加グループ 

登録受付 

番  号 
入札参加グループ名 グループ構成員 

01 大成ユーレックグループ 

代表企業 大成ユーレック株式会社 

設計担当企業 大成ユーレック株式会社 

建設担当企業 大成ユーレック株式会社 

工事監理担当企業 株式会社浦野設計 

維持管理担当企業 大成有楽不動産株式会社 

02 
長谷工コーポレーション 

グループ 

代表企業 株式会社長谷工コーポレーション 

設計担当企業 株式会社長谷工コーポレーション 

建設担当企業 株式会社長谷工コーポレーション 

工事監理担当企業 株式会社アール・アイ・エー 

維持管理担当企業 株式会社長谷工コミュニティ 

 

３ 入札価格の確認 

国立印刷局は、表 1のグループからの入札を受け、開札を行い、全てのグループの入札価格が

予定価格の範囲内であることを確認した。 

 

４ 基礎審査 

審査委員会は、入札価格が予定価格を下回った 2グループについて、提案内容が落札者決定基

準に示す基礎審査項目を充足していることを確認し、基礎点 30点を付与した。 

 

５ 定量的審査 

審査委員会は、基礎審査を通過した 2グループの提案内容に基づき、定量的審査項目である「事

業計画に係る事項」「施設整備計画に係る事項」「維持管理計画に係る事項」「附帯的事業に係る

事項」及び「その他」の各評価事項について、評価を行い各提案の評価点を決定した。 

定量的審査の結果は表 2のとおりである。 
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表 2 定量的審査結果 

【01】 【02】

加点 加点

4.00 2.50 2.00

4.00 2.50 2.00

8.00 5.00 4.00

7.00 4.81 4.38

8.00 6.50 6.00

7.00 5.25 3.50

8.00 7.00 6.00

7.00 5.69 3.94

6.00 3.00 3.00

その他 6.00 4.50 2.63

49.00 36.75 29.45

4.00 2.25 1.75

4.00 1.75 2.00

8.00 4.00 3.75

2.50 1.25 1.56

2.50 1.25 1.56

2.50 1.25 0.63

2.50 1.25 0.63

70.00 48.25 39.38

項目 配点

入札参加グループ

その他

ワーク・ライフ・バランスの
取組

（計）

施
設
整
備
計
画
に
係
る
事
項

都市景観、周辺環境
への配慮

景観、配置計画

周辺環境保全

居住性

住戸計画

維持管理計画に係る事項

（計）

加点（定量的審査評価）　　合計

維持管理業務提案の妥当性

保守点検業務提案の妥当性

（計）

事業計画に係る事項

事業実施体制

リスクへの対応

（計）

附帯的事業に係る事項
事業内容・事業計画

（計）

機能性・快適性・安全性

省資源・経済性

省資源・環境負荷低減

経済性

施工計画

 

（注）1  審査過程において、入札参加グループ名及び入札価格等は開示されていない。 

2  小数点以下は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 
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６ 総合評価及び落札者の決定 

国立印刷局は、本事業の落札者決定基準に基づき、評価点を入札価格で除した値（総合評価値）

を算出し、総合評価値が最も高い「大成ユーレックグループ」を落札者として決定した。 

(1) 落札者名：大成ユーレックグループ 

(2) 入札価格：4,398,978,500 円（税抜き） 

(3) 予定価格：6,921,407,000円（税抜き） 

(4) VFM：約 39.4％ 

※ VFM（Value For Money）の評価にあたっては、「VFM（Value For Money）に関するガイ

ドライン（平成 27 年 12 月 18 日）に準じ、本事業を国立印刷局が直接実施する場合の事

業期間全体を通じた財政負担額の現在価値（＝PSC（Public Sector Comparator））と PFI

事業として実施する場合の事業期間全体を通じた財政負担額の現在価値（＝PFI事業のラ

イフサイクルコスト）を比較している。上記 39.4％とは、PSCに対する、PSCと PFI事業

のライフサイクルコストの差分の比率を示している。 

なお、PSCと PFI 事業のライフサイクルコストを算定するに当たっては、現在価値への

換算を行っているため、予定価格や入札価格とは一致しない。 

 

表 3 総合評価値一覧 

 
【01】 

大成ユーレックグループ 

【02】 

長谷工コーポレーション 

グループ 

評価点総合計 

（満点＝100） 
78.25 69.38 

入札価格 

（税抜き・円） 
4,398,978,500 4,383,685,821 

総合評価値 

※審査点数総合計÷入札金額 

（×109） 

17.7882 15.8274 
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図 1 総合評価方式における落札者決定のイメージ図 

      

グラフ上、評価点（縦軸）÷入札価格（横軸）＝総合評価値は、ポイントと原点を結んだ

線の傾きで表される。したがって、傾き（水平軸からの角度）の最も大きいものが落札者と

なる。 

 

Ⅳ 審査講評 

審査委員会における定量的審査の内容は次のとおりである。 

 

１ 総評 

本事業においては、2 グループからの提案があり、競争性が発揮されたことに加え、事業計画

地の周辺環境との調和や景観への配慮、入居者への居住環境への配慮、省資源・環境負荷低減等、

諸条件が組み込まれ、かつ、限られた期間の中で、民間のノウハウ、工夫をいかした多くの提案

がなされたことは、高く評価するとともに、その熱意に多大なる敬意を払うところである。 

落札した 01 グループについて、施設整備計画では、周辺環境と調和した圧迫感の少ないデザ

イン及び配置計画、建物の耐久性、工事期間中の近隣・環境への配慮などの優れた提案がなされ、

かつ、大幅な工期短縮を見込む計画であり、維持管理計画においても、快適な施設利用環境を提

供する具体的な維持管理業務の提案や自治会への積極的なサポートなどの提案がなされていた。 

今後、事業実施に当たり、選定事業者においては、そのノウハウを最大限にいかして提案事項

を確実に実現するとともに、国立印刷局と選定事業者が良好な関係を構築しつつ、互いに柔軟な

協議を積極的に行い、本事業が PFI事業としての効果を持続できることが望まれる。 

総合評価の対象 

入札価格が予 

定価格を超え 
る場合は失格 

基礎審査項目を全て充足していない場合は失格 

入札価格 

点数 
１００ 

３０ 

０ 

【０２】 

最大角の提案が優秀提案 

※図中【０１】【０２】は入札参加表明時の受付登録番号を示す。 

【０１】 

予定価格 



7 

 

２ 個別講評 

評価項目ごとの審査に当たっての着眼点及び主に評価された内容は次のとおりである。 

なお、表中、【01】は、登録受付番号 01 グループ（大成ユーレックグループ）を、【02】は、

登録受付番号 02グループ（長谷工コーポレーショングループ）を示す。 

 

（１）事業計画に係る事項 

評価項目 審査内容 

事業実施体制 

本事業への理解及び取組姿勢や、本事業を確実に遂行できる実施体

制について、事業実施体制の信頼性、代表企業及び構成企業それぞれ

の役割、責任の明確性、適切性などに着目し審査した。 

【01】については、事業への取組方針について、明確なコンセプトや、

積極的な姿勢が示され、実施体制についても、確実な遂行が期待でき

る体制が提案されている点を評価した。 

【02】については、事業を確実に実施できる体制が提案されている点

を評価した。 

リスクへの対応 

リスクへの対応については、事業の円滑な遂行のための方策と実効

性に関する提案に加え、重要リスク把握の網羅性、コンソーシアム内

のリスクに対する分担体制、保険やバックアップ体制などのリスク管

理方法の具体性、リスク顕在化時の対応方法に着目し審査した。 

【01】については、事業期間中のリスクに対する具体的な対応方策や

リスクマネジメント体制について、明確に示されている点、また工期

短縮の提案が工事期間中の不測の事態による遅延リスクに対しても有

効となっている点を評価した。 

【02】については、想定されるリスク対応が十分に示されている点を

評価した。 

 

（２）施設整備計画に係る事項 

評価項目 審査内容 

景観・配置計画 

都市景観及び周辺地域との調和に配慮したデザイン、周辺環境に配

慮した配置計画・外構計画、職員宿舎としての適切性などに着目して

審査した。 

【01】については、建物高さを階段状にして低くし、周囲への影響に

配慮している点や、配置計画における自治会の祭りの動線を確保する

広場の配置など、オリジナリティがあり、地域コミュニティへの関与

が期待される点を評価した。 

【02】については、空き地が少ないものの、建物を分割し雁行状に配

置している点や、集会室との連続性を意識した広場の配置等、配置計

画に工夫がみられた点を評価した。 

また、職員宿舎としての適切性については、両グループとも十分考慮

した提案となっていることを評価した。 

周辺環境保全 

日照阻害等周辺に与える影響の低減、周辺環境と調和の取れた緑化

計画、防災的機能や公益的機能などに着目して審査した。 

【01】については、現場作業の少ないプレキャスト工法（以下「PC

工法」という。）により騒音を低減することや、周辺環境との調和を図

った緑化計画、また、地域の防犯・防災対策に加え、地域コミュニテ

ィづくりを促進する広場の提案について評価した。 

【02】については、屋上緑化によるヒートアイランド現象の抑制を図
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っていることや、防災機能にかかる充実した提案について評価した。 

住戸計画 

ゾーニング・間取り、動線計画、収納スペースの確保、安全性など

に着目し審査した。 

【01】については、効率的な生活動線計画に加え、特に要求水準を上

回る収納ペースを確保している点や天井高を高くとっている点を評価

した。 

【02】については、効率的な生活動線計画を評価した。 

機能性・快適性・ 

安全性 

室内環境性、人体に無害な材料の使用、バリアフリー及びユニバー

サルデザイン、住棟計画、集会場・駐車場・ごみ集積所などの配置計

画、防災・防犯などを含めた安全性への配慮に着目し審査した。 

【01】については、要求水準を上回る遮音性能を確保している点、色

覚多様性に配慮したサインなど、随所に工夫を凝らした提案がなされ

ている点を評価した。また、住棟計画については、ごみ集積所や駐輪

場・駐車場等の附帯施設の配置を含め、効率的な動線が確保した提案

となっていることを評価した。 

【02】については、要求水準を上回る遮音性能を確保している提案を

評価した。また住棟計画では、共用部分に井戸端会議ができるスペー

スを確保するなど、コミュニティ形成を図る工夫がみられたことを評

価した。 

省資源・環境負荷

低減 

環境負荷の抑制、自然エネルギーの活用、エネルギー使用量の削減、

建設副産物の発生抑制・再資源化、循環資源に配慮した材料の使用、

CASBEE 等に基づく環境配慮計画などに着目して審査した。 

【01】については、要求水準を上回る CASBEEＡランクを実現するとい

う提案を高く評価した。また PC工法により、木製型枠を使用しないこ

とや、現場での産業廃棄物が削減できることで環境負荷低減に寄与す

る点を評価した。 

【02】については、屋上緑化や省エネ機械の導入等、効果の具体性に

やや欠けるものの、環境負荷軽減について複数の提案があった点を評

価した。 

経済性 

フレキシビリティ、用途変更への対応、保全性、ライフサイクルコ

ストの低減などに着目して審査した。 

【01】については、住戸の可変性、配管等の点検や更新を容易にする

工夫及び水分量が少なく耐性の高いコンクリートの採用を評価した。 

【02】については、住戸の可変性及び排水管の点検や更新を容易にす

る工法の採用を評価した。 

施工計画 

品質保証、施工工程等の確実性・適切性、周辺住民への安全確保・

周辺環境保全などに着目して審査した。 

【01】については、工場で打設する PC 工法の採用により、工程管理

の確実性が高い点及び大幅な工期短縮となっている点を高く評価し

た。 

【02】については、乾燥収縮量の小さいコンクリートの採用を評価し

た。 

 

（３）維持管理計画に係る事項 

評価項目 審査内容 

維持管理業務提案

の妥当性 

提案の具体性、コスト縮減の工夫などの点に着目して審査した。 

【01】については、維持管理業務内容を具体的に記し、また自治会へ

のサポートを考慮した提案を評価した。 
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【02】については、コストアップを伴わない複数のサービスの提案を

評価した。 

保守点検業務提案

の妥当性 

提案の具体性、コスト縮減の工夫などの点に着目して審査した。 

【01】については、ガス使用量の測定について単身・世帯別にサンプ

リングを行う提案を評価した。 

【02】については、エレベーターの点検回数が通常より多い設定とな

っていることや、設備点検の際に、住戸内に立ち入らない方法を採用

していることを評価した。 

 

（４）附帯的事業に係る事項 

評価項目 審査内容 

事業内容・事業計

画 

本事業との適合、周辺地域･入居者のニーズ、周辺地区への環境配慮、

また、事業の採算性の確保、事業の安定性確保、職員宿舎とのリスク

分離などに着目して審査した。 

【01】については、自動販売機設置を提案し、複数種類の飲食物の提

供が可能な点を評価した。また事業リスクが低い点を評価した。 

【02】については、小規模スーパーマーケットを提案し、災害時の防

災機能としての地域貢献が期待される点を評価した。また職員宿舎と

のリスク分離を図った提案を評価した。 

 

（５）その他 

評価項目 審査内容 

ワーク・ライフ・ 

バランスの取組 

企業としての積極的なワーク・ライフ・バランスへの取組、各種認

定の取得、本事業におけるワーク・ライフ・バランス推進の取組など

に着目して審査した。 

【01】については、くるみんを含む各種認定の取得、本事業の建設現

場における週休 2 日制の実施及び女性社員の活用推進の提案を評価し

た。 

【02】については、健康経営優良法人の認定取得、本事業の建設作業

所における 4週 8閉所の実施の提案を評価した。 

 

Ⅴ 落札者の提案概要 

大成ユーレックグループの提案は、277戸の住戸を 2棟に分棟配置することにより、建物を階

段状に階数を低くさせ、宿舎ボリュームの圧迫感を軽減するとともに、周辺への影響に配慮した

計画となっている。 

また、緑豊かな計画地周辺環境との調和した緑化計画に加え、居住者と周辺住民の交流の場と

して機能する広場を配置することで、地域社会との融合にも配慮した計画となっている。 

主な提案内容は、次のとおり。 

 

○建築面積 : 4,307.87㎡、延床面積 : 17,882.38㎡ 

○住宅棟は壁式ラーメンプレキャスト鉄筋コンクリート造 10 階建て 2 棟（Ａ棟､Ｂ・Ｃ棟､住戸

数:独身型 105 戸､単身型 30 戸､世帯型 142 戸 計 277 戸）とし、住棟内に集会場及び管理人室

を設置 

○屋外駐車場は、平置き及び自走式立体駐車場 2層 3段式 
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○住棟は 2棟に分棟し、更に１棟は、分節することで通風等を考慮 

○住棟を階段状に階数を低くすることで、北側及び東側建物への日影の影響に配慮 

○隣接する赤羽自然観察公園はじめ事業計画地周辺の緑豊かな環境との調和を図った緑化計画 

○集会所に隣接して防災機能を持つまちかど広場を設置し、地域住民と居住者の交流の場として

地域社会との融合に配慮 

○事業計画地の北西角に配置したさくら広場から南西角のまちかど広場までの構内車路の通行

を規制することで、自治会のお祭り等イベントに使用可能 

○附帯的事業は、居住者の利便性向上を目的とした飲料自動販売機を設置し、災害時・緊急時に

は商品の無料提供が可能 

○PC工法の採用により、4.5か月の工期短縮が可能 


