
 

選  定  結  果  書 

 
１ 業務名 

  新国立競技場等整備に係る発注者支援業務（平成２５年度） 

 

２ 選定通知日 

  平成２５年６月２５日 

 

３ プロポーザルの方式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 公示日 

  平成２５年６月４日 

 

５ 選定結果 

  ○選定手続きに係る事項 

   

参加表明者提出者名 選定の有無 非選定理由 

山下設計／山下ピー･エム・

コンサルタンツ／建設技術

研究所共同体 

○ 

 

レンドリース・ジャパン株式

会社 
○ 

 

 

 



 

参加表明書審査表 

 

件名：新国立競技場等整備に係る発注者支援業務（平成２５年度）  

評価項目 評価事項 配点 

評価点 備考 

山下設計／山下ピ

ー･エム・コンサル

タンツ／建設技術

研究所共同体 

レンドリース・ジ

ャパン株式会社 

担当予定技術者の能力 

資格 30.0 30.0 28.4  

主要業務の実績 20.0 18.4 11.0  

同種又は類似の実績 
件数 35.0 25.0 6.0  

内容 35.0 31.4 17.2  

小 計 120.0 104.8 62.6  

技術提案書の提出者の能力 

技術者数 10.0 10.0 2.0  

技術力 10.0 10.0 10.0  

主要業務の実績 10.0 10.0 8.4  

同種又は類似の実績 
件数 10.0 10.0 6.0  

内容 20.0 20.0 10.4  

小 計 60.0 60.0 36.8  

合計 180.0 164.8 99.4  

順位 － 1 2  

選定 － ○ ○  

 



 

特  定  結  果  書 

 
１ 業務名 

  新国立競技場等整備に係る発注者支援業務（平成２５年度） 

 

２ 選定通知日 

  平成２５年６月２５日 

 

３ プロポーザルの方式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 公示日 

  平成２５年６月４日 

 

５ 特定通知日 

  平成２５年８月２２日 

 

６ 特定結果 

  ○選定手続きに係る事項 

   

技術提案書提出者名 特定の有無 特定されなかった理由 

山下設計／山下ピー･エム・

コンサルタンツ／建設技術

研究所共同体 

○ 

 

レンドリース・ジャパン株式

会社 
× 

「業務の実施方針」及び「課題

についての提案」について、当

方の希望に至らなかったため。

 



技術提案書評価表 

 

件名：新国立競技場等整備に係る発注者支援業務（平成２５年度） 

評価項目 評価事項 配点 

評価点 備考 

山下設計／山下ピ

ー･エム・コンサル

タンツ／建設技術

研究所共同体 

レンドリース・ジ

ャパン株式会社 

担当予定技術者の能力 

資格 30.0 30.0 28.4  

主要業務の実績 20.0 18.4 11.0  

同種又は類似の実績 
件数 35.0 25.0 6.0  

内容 35.0 31.4 17.2  

小 計 120.0 104.8 62.6  

技術提案書の提出者の能力 

技術者数 10.0 10.0 2.0  

技術力 10.0 10.0 10.0  

主要業務の実績 10.0 10.0 8.4  

同種又は類似の実績 
件数 10.0 10.0 6.0  

内容 20.0 20.0 10.4  

小 計 60.0 60.0 36.8  

業務の実施方針 

業務内容の理解度 30.0 26.4 20.4  

実施方針の妥当性 30.0 26.4 15.6  

実施手法の妥当性 30.0 26.4 15.6  

工程計画の妥当性 30.0 22.8 15.6  

技術者配置計画の妥当性 30.0 24.0 18.0  

小 計 150.0 126.0 85.2  

 



課題についての提案 

 本施設に求められる主な要件や備え

るべき機能などが、適切に反映された設

計となっているか検証するための課題

及び確認手法について 

60.0 52.8 36.0  

  本施設の機能及び品質等の確保を前

提とした工事費の縮減及び工事期間の

短縮等の方策が、適切に反映された設計

となっているか検証するための課題及

び確認手法について 

60.0 45.6 33.6  

 開閉式の屋根及び大空間で構成され

る本施設における構造設計の最適性に

ついて検証する上で必要な課題及び確

認手法について 

30.0 26.4 21.6  

小 計 150.0 124.8 91.2  

合計 480.0 415.6 275.8  

順位 － 1 2  

特定 － ○ ×  

 



随意契約理由書 

 

１ 契約業者名 

山下設計／山下ピー･エム・コンサルタンツ／建設技術研究所共同体 

 

２ 業務の名称 

新国立競技場等整備に係る発注者支援業務（平成２５年度） 

 

３ 随意契約理由 

本件は、公募型プロポーザル方式の手続きに基づき、建設コンサルタント選定委員会において技

術提案書が特定された者と契約を締結するものであり、当該業務を実施できる相手方は他に存在せ

ず、競争を許さないことから、会計規則第１８条第４項に規定する「契約の性質又は目的が競争を

許さない場合」及び、政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手

続に関する独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規程第１１条第２項「特許権等の排他的権

利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合」に該当するため、選定された山下設計／山下

ピー･エム・コンサルタンツ／建設技術研究所共同体と随意契約をするものである。 



契約の内容 

業務の名称 新国立競技場等整備に係る発注者支援業務（平成２５年度） 

業務概要 
新国立競技場整備、関連施設整備、環境整備（関連敷地含む）に係る設計

業務の技術的確認等を行うものである。 

契約担当官等の氏名

並びにその所属する

部局の名称及び所在

地 

契約担当官の役職 理事長 

契約担当官の氏名 河野 一郎 

所属する部局の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

所属する部局の所在地 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

契約年月日 平成２５年８月３０日 

契約の相手方の名称 山下設計／山下ピー･エム・コンサルタンツ／建設技術研究所共同体 

契約の相手方の住所 東京都中央区日本橋小網町６番１号 

契約金額（税込み） ７５，６００，０００円 

予定価格（税込み） ７５，６００，０００円 

落札率 １００％ 

業務場所 東京都新宿区霞ヶ丘町１０番１号 

業種区分 設計・コンサルティング業務 

履行期間 平成２６年３月３１日まで 
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