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小松市未来型図書館基本構想策定支援業務プロポーザル審査結果 

 

１．一次審査（書類審査） 

  参加資格を満たすと判断された事業者が6者以上であったため、企画提案書等による一

次審査（書類審査）を行い、評価得点の合計点の高い順に上位5事業者を二次審査の対象と

して選定した。第2位から第4位は、評価得点の合計点が同点となったため、第1位の順位

獲得数の多い順に順位を決定した。 

  開 催 日 令和4年5月20日（金） 

  審査結果 次のとおり 

審査項目 

(配点) 
Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社 

業務実績・実施体制 

(20点×5人) 
42.50 85.00 70.00 76.25 63.75 62.50 

企画提案 

(60点×5人) 
175.00 197.50 245.00 203.75 165.00 215.00 

価格評価 

(10点×5人) 
30.00 27.50 30.00 30.00 27.50 32.50 

合計 

(90点×5人) 
247.50 310.00 345.00 310.00 256.25 310.00 

第１位獲得数 ０ ２ ２ ０ ０ １ 

順位 第６位 第２位 第１位 第４位 第５位 第３位 

 ※一次審査は、審査項目のうち、プレゼンテーションに係る審査項目を除くため、審査委

員１人の評価点の計（満点）は90点。 

 

２．二次審査（プレゼンテーション審査） 

  一次審査を通過した上位５事業者に対して、二次審査（プレゼンテーション審査）を行い、

最も多く第１位の順位を獲得した事業者を当該委託の受託候補者として特定した。第２位以

下については第１位の順位獲得数、第２位の順位獲得数の順に順位を決定した。 

 Ｂ社 Ｆ社 Ｄ社 Ｃ社 Ｅ社 

第1位獲得数 ４ １ ０ ０ ０ 

第2位獲得数 ０ １ ３ １ ０ 

評価得点の合計点 ３９２．５０ ３６７.５０ ３７８.７５ ３３０.００ ３００.００ 

順  位 第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 

 

別紙１ 
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 （評価得点の内訳） 

審査項目 

(配点) 
Ｂ社 Ｆ社 Ｄ社 Ｃ社 Ｅ社 

業務実績・実施体制 

(20点×5人) 
９２．５０ ６５．００ ７８．７５ ６３．７５ ６０．００ 

企画提案 

(70点×5人) 
２７０．００ ２７０．００ ２６７．５０ ２３６．２５ ２１０．００ 

価格評価 

(10点×5人) 
３０．００ ３２．５０ ３２．５０ ３０．００ ３０．００ 

合計 

(100点×5人) 
３９２．５０ ３６７．５０ ３７８．７５ ３３０．００ ３００．００ 

 

（審査項目及び評価基準） 

審査項目 評価基準 評 価 点 

業務実績 

実施体制 

業務の実績 
公立図書館等の基本構想の策定業務等類似業務を行った実績

を評価する。 

２０ 
業務の実施 

体制 

統括責任者及び実務担当者の公立図書館等の基本構想の策定

業務等の類似業務の経験、業務履行に向けた適正な人員・業務

の実施体制が確保されているか評価する。 

企画提案 

業務の実施方

針及び留意事

項の適正さと

提案事項の有

用性 

未来型図書館のビジョンの作成について、小松市及び小松市立

図書館の現状と課題を踏まえた提案となっているか評価する。 

７０ 

未来型図書館の基本方針の作成について、独自の提案や追加の

提案がなされているか評価する。 

市民ワークショップの運営支援について、方法、内容等が妥当

であるか評価する。 

小松市未来型図書館基本構想策定委員会の運営支援について、方

法、内容等が妥当であるか評価する。 

自由なアイデアによる提案の有用性を評価する。 

業務工程の妥

当性 
業務工程に無理がなく、妥当であるか評価する。 

プレゼンテー

ション 

プレゼンテーションにおいて、業務に取り組む意欲及び、わか

りやすく、説得力のある提案であるか評価する。 

価格評価 価格の妥当性 
企画提案書と見積内容の整合性が取れており、価格が妥当なも

のであるか評価する。 
１０ 

合  計 １００ 
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（審査委員からの評価コメント：二次審査） 

 審査項目 主な評価内容 

Ｂ社 

業務実績 

実施体制 

○業務実績について、図書館関連施設の基本構想策定等実績が豊富である。 

○統括責任者について、図書館建築に関する経験や図書館の企画に特化し

た経験が豊富である。 

○業務実施体制について、デザインやメディア芸術等の実務経験者や司書・

博物館学芸員資格所有者等多様なメンバーで構成されている。 

企画提案 

○小松市立図書館の現状と課題について、認識が的確である。 

○業務実施方針及び留意すべき事項について、「ともにつくる図書館をつく

る」理念が強調され、未来型図書館の検討のこれまでの取り組みとのつな

がり、検証、発見、共有を重視している。共創、持続可能な視点のもと社

会が変わりゆく中で柔軟に対応する考え方がよい。 

○機能・サービス内容の考え方について、人々の知る自由や多様性、まち全

体に開かれた施設としている。 

○市民ワークショップの支援について、ともにつくるワークショップを打

ち出し、本（冊子）づくりや手描き地図を作成するというアイデアがよい。

参加者が自分事として参加でき、参加していない人も共感できる取り組

みである。本づくりは構想策定後も追加していける点がよい。市民とのワ

ークショップの中で創り上げる方策は評価できる。 

○基本構想策定委員会の支援について、これまでの取り組み、ワークショッ

プとの相互作用やプロセスの共有を図るとしている。 

○その他自由なアイデアによる提案について、共創のための対話と活動の

プラットフォームの形成を掲げている。将来にわたり市民と図書館がつ

ながっていけると感じる。図書館づくりから発展できるのが理想である。 

○業務工程について、策定委員会やワークショップなどの時期が効果的に

設定されている。 

○プレゼンテーションについて、わかりやすい説明と質問に対する回答が

的確である。専門性を強く感じる。 

Ｆ社 

業務実績 

実施体制 

○業務実績について、図書館に関する実績が少ない。 

○統括責任者について、事業手法や事業整備資金確保などの知識が深いと

感じられる。 

企画提案 

○小松市立図書館の現状と課題について、簡潔にまとめられていてよい。 

○業務実施方針及び留意すべき事項について、未来型のイメージを柔軟に

考えている。社会情勢の変化により追加・充実させる機能を整理してい

る。学校図書館との連携や民間活力導入、従来型・官民連携型の２通りの

事業推進スケジュールを検討・提案するとしている。 

○機能・サービス内容の考え方について、未来型図書館のコンセプトがよ

い。課題解決支援機能、情報交流拠点機能、アウトリーチサービスの拡充

（図書館カウンターのサテライト化）を掲げている。課題解決支援カウン

ターなど発想が面白い。アウトリーチサービスの拡充が重要であること

が分かってよかった。機械と人との共創の考え方がよい。 

○市民ワークショップの支援について、全世代に参加を呼びかける広報の

工夫や、スケジュール・役割分担などを具体的に提案している。 

○その他自由なアイデアによる提案について、事業整備・運営資金確保の手

法のほか、本質的な機能の拡充として、ブックカバー製作体験、民間商品

の試行、読書通帳機を活用したブックランキングなどを掲げている 

○プレゼンテーションについて、コンセプトがしっかり伝わる理解しやす

い説明である。図書館とは別の角度からの専門性がよく伝わった。 
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Ｄ社 

業務実績 

実施体制 

○業務実績について、図書館関連施設の基本構想策定等実績が豊富である。 

○業務実施体制について、県内に事業拠点があり、司書資格を有する人材の

配置により、円滑な業務推進を掲げている。 

企画提案 

○業務実施方針及び留意すべき事項について、市民のウェルビーイングに

貢献する未来型図書館という考え方はよい。基本方針に掲げるデジタル

と人間らしさの両立のフレーズがよい。交流促進コーディネーターの育

成、新刊本販売との連携、民間活力の活用などを掲げている。「知」のあ

り方、アプローチの仕方の説明が分かりやすかった。 

○機能・サービス内容の考え方について、掲げた項目はよくできている。 

○市民ワークショップの支援について、図書館職員や地域のボランティア、

書店員を参加させるとしている。対象を誰とするかではなく、何をするか

もう少し聞きたかった。ワークショップの役割が分かりにくかった。メン

バーが毎回変わる点については不安がある。 

○その他自由なアイデアによる提案について、ＰＲ動画作成やデータベー

スを活用したマーケティングノウハウを活用するとしている。 

○プレゼンテーションについて、業務全体をよく理解し説明を行っている。 

Ｃ社 

業務実績 

実施体制 

○業務実績について、少し不十分である。図書館でも分野が狭い。 

○業務実施体制について、統括責任者、担当者、補助担当者全員が基本構想

策定業務等の経験を有している。グループ会社が入ることで業務運営が

上手くいくのではないか。 

企画提案 

○小松市立図書館の現状と課題について、市の調査研究報告書や主要施策

と照らして具体的に把握し、事例を広く収集している。分析がしっかりと

なされている。 

○業務実施方針及び留意すべき事項について、市のまちづくりの方向性に

合わせて、種々の観点から他県の事例とともに詳細に提案されている。ま

ちづくりに持続的に寄与する図書館像を描くとしている。小松市都市デ

ザインの５つの視点と10の都市像に未来型図書館のビジョンを重ね合わ

せ具体的に示している点がよい。 

○機能・サービス内容の考え方について、職員の育成や働きやすさを考慮す

るとしている。 

○市民ワークショップの支援について、外部有識者をファシリテーターと

して招聘し安定した運営を支援するとしている。市民の関わり方をもう

少し具体的に知りたかった。位置付けが不明確である。 

○基本構想策定委員会の支援について、学識経験者など専門家の選定支援

などを挙げている。 

○その他自由なアイデアによる提案について、わくわくする体験として、Ａ

Ｒの体験や、未来型図書館づくりの機運を高める創造的活動（３Ｄデータ

作成）体験、市民ニーズ把握のための非来館型サービス体験を掲げてい

る。 

○プレゼンテーションについて、未来型に関する考え方やアプローチの仕

方の質問に対する回答が曖昧で分かりにくかった。 

Ｅ社 

業務実績 

実施体制 
 

企画提案 

○業務実施方針及び留意すべき事項について、バックキャスティングの思

考方法を掲げている。 

○市民ワークショップの支援について、図書館司書や職員、スキルのある市

民に進行を任せるとしている。個の意見が創発する考え方はよいが、どの

ようにファシリテートするかが重要である。 

○その他自由なアイデアによる提案について、各種団体へのヒアリングや

他の公共施設との融合化を提案している。仮想図書館は運用面での不安

はあるがアイデアはよい。 

○業務工程について、早い時期でビジョンを作成することとなっているが

実際に可能か疑問である。 

 


