
発注者の役割（民間編）

発注者評価マトリックス

片田 和範



建設プロジェクトにおける発注者の役割

•発注者責任

•プロジェクトの品質に影響を与える

発注者の意思決定・行動 2



発注者の多様化
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自社施設

デベロッパ－

RIET投資法人・ファンドSPC

自ら所有・使用 分譲・売却賃貸



発注者の多様化
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自ら

エンドユーザー
になる発注者

自らは

エンドユーザー
にならない
発注者

発注の専門組織 （建築の専門家）



日本建築学会
発注者問題小委員会の設置目的
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① 今日の建築生産システムにおける

発注者の役割の明確化

② 発注者の役割が的確に果たされる社会環境
（法規制、発注・契約システム、発注者支援ツール等）の検討

発注者を評価する仕組み の構築

③ 大学・実務における

発注者教育の在り方の検討
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発注者の役割の明確化

発注者を褒める仕組み

発注者の果たすべき社会的役割・責任

建築プロジェクトにおける役割・責任

期待される発注者像
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期待される発注者像

発注者を評価する仕組み
（褒める）

発注者評価マトリックス



発注者評価マトリックスの変遷

① 発注者評価マトリックスの使い勝手、実例への適用について

・発注者を様々な視点から客観的に評価する仕組み

を検討・構築

・実際の建築プロジェクトに適用してその有効性・問題点を検証

・改善を加えながら、暫定版「発注者評価マトリックス」を提示

・その使い方、使い勝手について協議 8
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発注者評価マトリックス簡略ベース案（2013年11月2日）

(A)社会一般
都市文化、経済への影響

(B)建築産業
産業活動、ものづくり、誇り

（C)所有者・管理者
資産価値、維持しやすさ

(D)使用者
利用価値、安全等の確保

i)単体・内部空間
安全、快適、機能

コンプライアンス
デザイン性・安全性・快適性・機能性の先
進的モデル提供
UDの普及・推進

産業界の先進的技術活用
先導的性能による生産従事者への誇り提
供
新分野開拓のインセンティブ提供

先導的性能による資産価値提供
先導的性能による所有者への誇り提供
エビデンスとしての情報提供
維持・管理の容易さ提供

先導的性能の生活・活動空間提供
情報提供による上位の安心感提供

ii)都市・社会的側面
公益性、公共性、景
観、文化

コンプライアンス
都市地域の利便性・公益性・共同性配慮
自然環境・景観・街並みの調和配慮
建築文化・都市地域文化配慮
新たな景観・街並みの創出
地域の活性化
他業界への好影響

地域貢献による生産従事者への誇りの提
供
産業界の先導的技術活用
新分野開拓のインセンティブ提供

地域貢献による所有者への誇り提供
景観・文化配慮による資産価値提供
維持・管理の容易さ提供

防災性・利便性・景観・文化等との調和に
優れた質の高い都市空間提供
質の高い自然環境提供

iii)持続可能性
長期耐用性、環境負荷
軽減

環境性能向上
資産循環性対応
耐用性向上
部品交換・修繕の可能性配慮
用途変更・機能変更のフレキシビリティ配
慮

技術開発普及の機会提供
新分野開拓のインセンティブ提供
持続可能性向上による生産従事者への誇
り提供

長寿命化・負荷低減による資産価値提供
持続可能性向上による所有者への誇り提供
資産運用・維持管理に必要な情報提供
ランニングコスト・ライフサイクルコスト低減

より高次の安全・安心・利便・快適性提供
適切な使用に必要な情報提供

iv)ｱﾌｫｰﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ
価格妥当性、低廉性、
入手可能性

合理化、適正価格形成の要求事項適正
化
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格形成の技術開発のイン
センティブ

合理化・適正価格による高コストパフォーマン
ス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格による高コストパフォーマ
ンス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

公正な契約条件の設定
発注先選定・契約の透明性確保
環境配慮調達条件設定
市場・経済への貢献
周辺住民・関係機関との適切な事前調整
コンプライアンス
企業理念との整合性確保
適切な官民連携
適切な組織編制・市場調査・リスク管理
事業提案の先進性・妥当性・健全性確保
健全・合理的な事業資金調達
発注先・外部専門家の適切な選定
適切な発注・契約方式選択
適切な敷地確保
適切な品質管理方法選択

要求条件の明確化
発注・契約内容の透明化
適正価格・適正工期配慮
下請業務適正化発注条件設定
適切な発注・契約変更
労働安全などの確保の運営
労働市場の維持
生産合理化への柔軟性提供
発注者・受注者間の対等関係構築
優良受注者の事業参加拡大
新たな事業機会提供
責任体制の明確化
管理会社・販売会社の事業参加早期化
発注者・受注者のパートナーシップ強化

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存
的確な瑕疵保証確保を可能とする発注姿勢
的確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供
収益性の確保

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存を可能とする発
注姿勢
明確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供

工事周辺への迷惑防止
ステークホルダーへの意見・民意反映
アカウンタビリティ遂行
リーダーシップ発揮

適切な監理業務遂行
適切な検査遂行
適切なマネジメント業務遂行
発注・契約変更の適切な伝達
リーダーシップ発揮
建築業界の関心反映

所有者の不利益を最小化する
適正な維持管理プロセス設定
所有者の利害・関心反映
契約履行のためのモニタリング体制構築
施工プロセスの的確な記録

使用者の不便さを最小化する
適正な維持管理プロセス設定
使用者の関心・要望反映
契約履行のためのモニタリング体制確保
施工プロセスの的確な記録

発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象

発注者の
意思決
定・姿勢
の対象

（１）建築物特性

（２）発注・契約
役務の調達、資材調達

（３）プロセス
民意の反映、工事中の防災
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発注者評価マトリックス簡略ベース案（2013年11月2日）

(A)社会一般
都市文化、経済への影響

(B)建築産業
産業活動、ものづくり、誇り

（C)所有者・管理者
資産価値、維持しやすさ

(D)使用者
利用価値、安全等の確保

i)単体・内部空間
安全、快適、機能

コンプライアンス
デザイン性・安全性・快適性・機能性の先
進的モデル提供
UDの普及・推進

産業界の先進的技術活用
先導的性能による生産従事者への誇り提
供
新分野開拓のインセンティブ提供

先導的性能による資産価値提供
先導的性能による所有者への誇り提供
エビデンスとしての情報提供
維持・管理の容易さ提供

先導的性能の生活・活動空間提供
情報提供による上位の安心感提供

ii)都市・社会的側面
公益性、公共性、景
観、文化

コンプライアンス
都市地域の利便性・公益性・共同性配慮
自然環境・景観・街並みの調和配慮
建築文化・都市地域文化配慮
新たな景観・街並みの創出
地域の活性化
他業界への好影響

地域貢献による生産従事者への誇りの提
供
産業界の先導的技術活用
新分野開拓のインセンティブ提供

地域貢献による所有者への誇り提供
景観・文化配慮による資産価値提供
維持・管理の容易さ提供

防災性・利便性・景観・文化等との調和に
優れた質の高い都市空間提供
質の高い自然環境提供

iii)持続可能性
長期耐用性、環境負荷
軽減

環境性能向上
資産循環性対応
耐用性向上
部品交換・修繕の可能性配慮
用途変更・機能変更のフレキシビリティ配
慮

技術開発普及の機会提供
新分野開拓のインセンティブ提供
持続可能性向上による生産従事者への誇
り提供

長寿命化・負荷低減による資産価値提供
持続可能性向上による所有者への誇り提供
資産運用・維持管理に必要な情報提供
ランニングコスト・ライフサイクルコスト低減

より高次の安全・安心・利便・快適性提供
適切な使用に必要な情報提供

iv)ｱﾌｫｰﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ
価格妥当性、低廉性、
入手可能性

合理化、適正価格形成の要求事項適正
化
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格形成の技術開発のイン
センティブ

合理化・適正価格による高コストパフォーマン
ス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格による高コストパフォーマ
ンス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

公正な契約条件の設定
発注先選定・契約の透明性確保
環境配慮調達条件設定
市場・経済への貢献
周辺住民・関係機関との適切な事前調整
コンプライアンス
企業理念との整合性確保
適切な官民連携
適切な組織編制・市場調査・リスク管理
事業提案の先進性・妥当性・健全性確保
健全・合理的な事業資金調達
発注先・外部専門家の適切な選定
適切な発注・契約方式選択
適切な敷地確保
適切な品質管理方法選択

要求条件の明確化
発注・契約内容の透明化
適正価格・適正工期配慮
下請業務適正化発注条件設定
適切な発注・契約変更
労働安全などの確保の運営
労働市場の維持
生産合理化への柔軟性提供
発注者・受注者間の対等関係構築
優良受注者の事業参加拡大
新たな事業機会提供
責任体制の明確化
管理会社・販売会社の事業参加早期化
発注者・受注者のパートナーシップ強化

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存
的確な瑕疵保証確保を可能とする発注姿勢
的確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供
収益性の確保

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存を可能とする発
注姿勢
明確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供

工事周辺への迷惑防止
ステークホルダーへの意見・民意反映
アカウンタビリティ遂行
リーダーシップ発揮

適切な監理業務遂行
適切な検査遂行
適切なマネジメント業務遂行
発注・契約変更の適切な伝達
リーダーシップ発揮
建築業界の関心反映

所有者の不利益を最小化する
適正な維持管理プロセス設定
所有者の利害・関心反映
契約履行のためのモニタリング体制構築
施工プロセスの的確な記録

使用者の不便さを最小化する
適正な維持管理プロセス設定
使用者の関心・要望反映
契約履行のためのモニタリング体制確保
施工プロセスの的確な記録

発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象

発注者の
意思決
定・姿勢
の対象

（１）建築物特性

（２）発注・契約
役務の調達、資材調達

（３）プロセス
民意の反映、工事中の防災

（1）建築物特性

（２）発注・契約

（3）プロセス

発
注
者
の
意
思
決
定
・
姿
勢
の
対
象
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発注者評価マトリックス簡略ベース案（2013年11月2日）

(A)社会一般
都市文化、経済への影響

(B)建築産業
産業活動、ものづくり、誇り

（C)所有者・管理者
資産価値、維持しやすさ

(D)使用者
利用価値、安全等の確保

i)単体・内部空間
安全、快適、機能

コンプライアンス
デザイン性・安全性・快適性・機能性の先
進的モデル提供
UDの普及・推進

産業界の先進的技術活用
先導的性能による生産従事者への誇り提
供
新分野開拓のインセンティブ提供

先導的性能による資産価値提供
先導的性能による所有者への誇り提供
エビデンスとしての情報提供
維持・管理の容易さ提供

先導的性能の生活・活動空間提供
情報提供による上位の安心感提供

ii)都市・社会的側面
公益性、公共性、景
観、文化

コンプライアンス
都市地域の利便性・公益性・共同性配慮
自然環境・景観・街並みの調和配慮
建築文化・都市地域文化配慮
新たな景観・街並みの創出
地域の活性化
他業界への好影響

地域貢献による生産従事者への誇りの提
供
産業界の先導的技術活用
新分野開拓のインセンティブ提供

地域貢献による所有者への誇り提供
景観・文化配慮による資産価値提供
維持・管理の容易さ提供

防災性・利便性・景観・文化等との調和に
優れた質の高い都市空間提供
質の高い自然環境提供

iii)持続可能性
長期耐用性、環境負荷
軽減

環境性能向上
資産循環性対応
耐用性向上
部品交換・修繕の可能性配慮
用途変更・機能変更のフレキシビリティ配
慮

技術開発普及の機会提供
新分野開拓のインセンティブ提供
持続可能性向上による生産従事者への誇
り提供

長寿命化・負荷低減による資産価値提供
持続可能性向上による所有者への誇り提供
資産運用・維持管理に必要な情報提供
ランニングコスト・ライフサイクルコスト低減

より高次の安全・安心・利便・快適性提供
適切な使用に必要な情報提供

iv)ｱﾌｫｰﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ
価格妥当性、低廉性、
入手可能性

合理化、適正価格形成の要求事項適正
化
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格形成の技術開発のイン
センティブ

合理化・適正価格による高コストパフォーマン
ス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格による高コストパフォーマ
ンス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

公正な契約条件の設定
発注先選定・契約の透明性確保
環境配慮調達条件設定
市場・経済への貢献
周辺住民・関係機関との適切な事前調整
コンプライアンス
企業理念との整合性確保
適切な官民連携
適切な組織編制・市場調査・リスク管理
事業提案の先進性・妥当性・健全性確保
健全・合理的な事業資金調達
発注先・外部専門家の適切な選定
適切な発注・契約方式選択
適切な敷地確保
適切な品質管理方法選択

要求条件の明確化
発注・契約内容の透明化
適正価格・適正工期配慮
下請業務適正化発注条件設定
適切な発注・契約変更
労働安全などの確保の運営
労働市場の維持
生産合理化への柔軟性提供
発注者・受注者間の対等関係構築
優良受注者の事業参加拡大
新たな事業機会提供
責任体制の明確化
管理会社・販売会社の事業参加早期化
発注者・受注者のパートナーシップ強化

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存
的確な瑕疵保証確保を可能とする発注姿勢
的確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供
収益性の確保

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存を可能とする発
注姿勢
明確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供

工事周辺への迷惑防止
ステークホルダーへの意見・民意反映
アカウンタビリティ遂行
リーダーシップ発揮

適切な監理業務遂行
適切な検査遂行
適切なマネジメント業務遂行
発注・契約変更の適切な伝達
リーダーシップ発揮
建築業界の関心反映

所有者の不利益を最小化する
適正な維持管理プロセス設定
所有者の利害・関心反映
契約履行のためのモニタリング体制構築
施工プロセスの的確な記録

使用者の不便さを最小化する
適正な維持管理プロセス設定
使用者の関心・要望反映
契約履行のためのモニタリング体制確保
施工プロセスの的確な記録

発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象

発注者の
意思決
定・姿勢
の対象

（１）建築物特性

（２）発注・契約
役務の調達、資材調達

（３）プロセス
民意の反映、工事中の防災

（A）社会一般
（B）建築産業
（C）所有者・管理者
（D）使用者

発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象
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発注者評価マトリックス簡略ベース案（2013年11月2日）

(A)社会一般
都市文化、経済への影響

(B)建築産業
産業活動、ものづくり、誇り

（C)所有者・管理者
資産価値、維持しやすさ

(D)使用者
利用価値、安全等の確保

i)単体・内部空間
安全、快適、機能

コンプライアンス
デザイン性・安全性・快適性・機能性の先
進的モデル提供
UDの普及・推進

産業界の先進的技術活用
先導的性能による生産従事者への誇り提
供
新分野開拓のインセンティブ提供

先導的性能による資産価値提供
先導的性能による所有者への誇り提供
エビデンスとしての情報提供
維持・管理の容易さ提供

先導的性能の生活・活動空間提供
情報提供による上位の安心感提供

ii)都市・社会的側面
公益性、公共性、景
観、文化

コンプライアンス
都市地域の利便性・公益性・共同性配慮
自然環境・景観・街並みの調和配慮
建築文化・都市地域文化配慮
新たな景観・街並みの創出
地域の活性化
他業界への好影響

地域貢献による生産従事者への誇りの提
供
産業界の先導的技術活用
新分野開拓のインセンティブ提供

地域貢献による所有者への誇り提供
景観・文化配慮による資産価値提供
維持・管理の容易さ提供

防災性・利便性・景観・文化等との調和に
優れた質の高い都市空間提供
質の高い自然環境提供

iii)持続可能性
長期耐用性、環境負荷
軽減

環境性能向上
資産循環性対応
耐用性向上
部品交換・修繕の可能性配慮
用途変更・機能変更のフレキシビリティ配
慮

技術開発普及の機会提供
新分野開拓のインセンティブ提供
持続可能性向上による生産従事者への誇
り提供

長寿命化・負荷低減による資産価値提供
持続可能性向上による所有者への誇り提供
資産運用・維持管理に必要な情報提供
ランニングコスト・ライフサイクルコスト低減

より高次の安全・安心・利便・快適性提供
適切な使用に必要な情報提供

iv)ｱﾌｫｰﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ
価格妥当性、低廉性、
入手可能性

合理化、適正価格形成の要求事項適正
化
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格形成の技術開発のイン
センティブ

合理化・適正価格による高コストパフォーマン
ス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格による高コストパフォーマ
ンス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

公正な契約条件の設定
発注先選定・契約の透明性確保
環境配慮調達条件設定
市場・経済への貢献
周辺住民・関係機関との適切な事前調整
コンプライアンス
企業理念との整合性確保
適切な官民連携
適切な組織編制・市場調査・リスク管理
事業提案の先進性・妥当性・健全性確保
健全・合理的な事業資金調達
発注先・外部専門家の適切な選定
適切な発注・契約方式選択
適切な敷地確保
適切な品質管理方法選択

要求条件の明確化
発注・契約内容の透明化
適正価格・適正工期配慮
下請業務適正化発注条件設定
適切な発注・契約変更
労働安全などの確保の運営
労働市場の維持
生産合理化への柔軟性提供
発注者・受注者間の対等関係構築
優良受注者の事業参加拡大
新たな事業機会提供
責任体制の明確化
管理会社・販売会社の事業参加早期化
発注者・受注者のパートナーシップ強化

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存
的確な瑕疵保証確保を可能とする発注姿勢
的確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供
収益性の確保

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存を可能とする発
注姿勢
明確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供

工事周辺への迷惑防止
ステークホルダーへの意見・民意反映
アカウンタビリティ遂行
リーダーシップ発揮

適切な監理業務遂行
適切な検査遂行
適切なマネジメント業務遂行
発注・契約変更の適切な伝達
リーダーシップ発揮
建築業界の関心反映

所有者の不利益を最小化する
適正な維持管理プロセス設定
所有者の利害・関心反映
契約履行のためのモニタリング体制構築
施工プロセスの的確な記録

使用者の不便さを最小化する
適正な維持管理プロセス設定
使用者の関心・要望反映
契約履行のためのモニタリング体制確保
施工プロセスの的確な記録

発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象

発注者の
意思決
定・姿勢
の対象

（１）建築物特性

（２）発注・契約
役務の調達、資材調達

（３）プロセス
民意の反映、工事中の防災

長寿命化・負荷低減による資産価値提供
持続可能性向上による

所有者への誇りの提供
資産運用・維持管理に必要な情報提供
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ低減

所有者
管理者

持続可能性



“発注者評価マトリックス”
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ﾏﾄﾘｯｸｽの項目数

複数回使われている評価項目がある

（A）社会一般
都市文化、経
済への影響

（B）建築産業
産業活動,もの
づくり,誇り

（C）所有者・
管理者
資産価値、維
持しやすさ

（D）使用者
利用価値、安
全等の確保

計
ⅰ）単体・内部空間
安全、快適、機能 3 3 4 2 12

ⅱ）都市・社会的側面
公益性、公共性、景観、文化 8 3 3 2 16

ⅲ）持続可能性
長期耐用性、環境負荷低減 5 3 4 2 14

ⅳ）アフォーダビリティ
価格妥当性、低廉性、入手可能性 2 1 2 2 7

15 14 5 3 37

4 6 5 5 20

37 30 23 16

発注者評価ﾏﾄﾘｯｸｽ

発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象

発
注
者
の
意
思
決
定
・
姿
勢
の
対
象

（
1

）
建
築
物
特
性

（2）発注・契約
役務の調達、資材調達

（3）プロセス
民意の反映、工事中の防災

4列×6行 （106項目）
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①地域貢献

代表的評価項目

②景観

③品質

④コンプライアンス
⑤適正価格

⑦耐用性・長寿命化
⑧持続可能性
⑨適切な維持管理

⑥先駆性



発注者評価マトリックス 活用事例
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■賃貸オフィスビル（売却型）
　　　　　地域貢献 景観

品質 耐用性・長寿命化
持続可能性
適切な維持管理

　　　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
　　　適正価格 　　先導的

■賃貸オフィスビル（所有型）
　　　　　地域貢献 景観

品質 耐用性・長寿命化
持続可能性
適切な維持管理

　　　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
　　　適正価格 　　先導的

代表的な評価軸（9項目） 賃貸オフィ 賃貸オフィ
評価基準 所有型 売却型

地域貢献 5 4
□ 建築文化・都市地域文化に配慮した ○ ×
□ 地域の活性化に貢献した ○ ○
□ 都市地域の利便性・公益性・共同性に配慮した ○ ○
□ 周辺住民・関係機関との適切な事前調整を行った ○ ○
□ 工事周辺への迷惑防止に努めた ○ ○
品質 5 5
□ 品質保証を確保している ○ ○
□ 適切な品質管理方法を選択した ○ ○
□ 契約履行のためのモニタリング体制を構築した ○ ○
□ 適切な検査が遂行された ○ ○
□ 適切な監理業務が遂行された ○ ○
コンプライアンス
適正価格 2 2
□ 公正な契約条件を設定した × ×
□ 適正価格・適正工期に配慮した × ×
□ 発注・契約内容の透明化を図った × ×
□ アカウンタビリティを遂行した ○ ○
□ コンプライアンスに取り組んだ ○ ○
景観 5 3
□ ○ ×
□ 質の高い自然空間を提供している ○ ×
□ 新たな景観・街並みを創出した ○ ○
□ 自然環境・景観・街並みの調和に配慮した ○ ○
□ 景観・文化に対する配慮がある ○ ○
耐用性・長寿命化
持続可能性
適切な維持管理 9 9
□ 長寿命化・負荷低減による資産価値提供を図った ○ ○
□ ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ低減の仕組みがある ○ ○
□ 部品交換・修繕の可能性を配慮した ○ ○
□ 維持・管理の容易さを提供している × ×
□ 適切な維持管理プロセスの設定がある ○ ○
□ 修繕・監理履歴情報の保存を可能とする発注姿勢がある ○ ○
□ 適格な瑕疵保証確保を可能とする発注姿勢がある ○ ○
□ 施工プロセスの的確な記録がある ○ ○
□ 耐用性向上を図った ○ ○
□ 持続可能性の向上を図った ○ ○
先導的 5 1
□ 新分野開拓のインセンティブを提供した ○ ×
□ デザイン性・安全性・快適性・機能性の先進的モデルを提供した ○ ○
□ 先導的性能を有する ○ ×
□ 産業界の先進的技術活用を図った ○ ×
□ 技術開発普及の機会を提供した ○ ×

防災性・利便性・景観・文化等との調和に優れた質の高い都市空間を提供している



a b a×b

配点 達成度 採点

持続可能性 27 23.3
持続可能性の向上による所有者への誇り提供 5 100% 5
長寿命化・負荷低減による資産価値提供 4 100% 4
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ低減 3 75% 2.25
部品交換・修繕の可能性配慮 3 50% 1.5
維持・管理の容易さを提供 3 50% 1.5
耐用性向上 3 100% 3
適切な維持管理プロセス設定 3 100% 3
施工プロセスの的確な記録 2 100% 2
修繕・監理履歴情報の保存を可能とする発注姿勢 1 100% 1

先導性 34 32.8
新分野開拓のインセンティブ提供 5 75% 3.75
デザイン性・安全性・快適性・機能性の先進的モデル提供 5 100% 5
先導的性能による生産従事者への誇り提供 4 100% 4
先導的性能による所有者への誇り提供 4 100% 4
先導的性能による資産価値提供 4 100% 4
先導的性能の生活・活動空間提供 4 100% 4
産業界の先進的技術活用 4 100% 4
技術開発普及の機会提供 4 100% 4

16

■特徴

・項目の重み付けがある
・採点にひと手間かかる
・達成度を加味することで、

評価がきめ細かくなる

Ⅳ案；5段階評価+達成度による採点

　　　　　地域貢献 景観
　　　　【18.8/20】 　　　【16.3/20】

品質
　【18/18】 持続可能性

　【23.3/27】

　　　　発注・契約 　　先導性
　　　　【17.5/30】 　　【32.8/34】

※実施した項目の達成度を加味する

達成基準 達成度
申し分なく実施した 100%
結構実施した 75%
それなりに実施した 50%
少しは実施した 25%
まったく実施していない 0%
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Ⅰ案 Ⅱ案 Ⅲ案 Ⅳ案
実施項目数 5段階評価 5段階評価 5段階評価
による採点 （最高点） （合計点） +達成度

配点 ○× 配点は1～5 配点は1～5 配点は1～5

項目数
カテゴリーごとの項

目数が不揃い
カテゴリーごとの項

目数が不揃い
カテゴリーごとの項

目数が不揃い
カテゴリーごとの項

目数が不揃い

重み付け 無し 有り 有り 有り
達成度 無し 無し 無し 有り

　　　　　地域貢献 景観

　　　　　　【6/6】 　　　【5/5】

品質

　【6/6】 持続可能性

　【8/9】

　　　　発注・契約 　　先導性

　　　　　　【7/9】 　　【8/8】

　　　　　地域貢献 景観
　　　　　　【5/5】 　　　【5/5】

品質
　【5/5】 持続可能性

　【5/5】

　　　　発注・契約 　　先導性
　　　　　　【4/5】 　　【5/5】

　　　　　地域貢献 景観
　　　　　　【20/20】 　　　【20/20】

品質
　【18/18】 持続可能性

　【24/27】

　　　　発注・契約 　　先導性
　　　　　　【21/30】 　　【34/34】

　　　　　地域貢献 景観
　　　　【18.8/20】 　　　【16.3/20】

品質
　【18/18】 持続可能性

　【23.3/27】

　　　　発注・契約 　　先導性
　　　　【17.5/30】 　　【32.8/34】

採点方式（Ⅰ～Ⅳ） 比較



発注者評価のための
自己採点チェックシート

発注者評価マトリックスをベースに

発注者がより分かりやすく

自己評価できるような形で

評価項目を組み換え
18
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評価軸

注力する分野 配点 通し番号 評価項目

各自 評価軸

注力する分野 配点 通し番号 評価項目

各自

チェック欄
「○」or「×」

チェック欄
「○」or「×」

「○」or「×」 「○」or「×」

１ 地域貢献 15 0 ４ 発注・契約 15 0

景観、まちづくり 5 1 立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 発注・契約の基本的スタンス 5 46 民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。

2 路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 47 すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。

3 ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 48 支払条件は出来高支払いに準じている。

4 緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 49 価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。

5 利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 50 独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。

地域の防災性・利便性 4 6 利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 発注者責任 4 51 工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。

7 歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 52 発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。

8 利用者当り一定割合の駐輪場を提供している 53 「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。

9 周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 54 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。

地域貢献 3 10 公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 発注者の体制 3 55 事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。

11 近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。 56 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。

12 立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 57 契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。

地元への事前説明 2 13 周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 発注方法 2 58 事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。

14 関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 59 適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。

地元への迷惑防止 1 15 工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 要求条件 1 60 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

２ 景観・環境 15 0 ５ 持続可能性 15 0

自然環境 5 16 新たな緑地等の自然環境を提供している。 事業継続（BCP）計画 5 61 災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。

17 利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 62 免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。

18 省エネルギー策を講じている。 63 建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。

19 自然エネルギーの利用を促進している。 64 将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。

20 廃熱や中水などを活用している。 65 耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。

環境評価 4 21 第三者による環境評価制度等を利用している。 ライフサイクルコスト 4 66 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。

22 竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 67 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。

23 音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 68 予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。

24 建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 69 事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。

グリーン調達 3 25 環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 建物管理 3 70 事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。

26 再利用など、建設廃材の削減策を講じている。 71 事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。

27 建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 72 事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等の選定に努めている。

ヒートアイランド対策 2 28 敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 保全計画 2 73 必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。

29 環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。 74 竣工時に長期修繕計画案が作成されている。

緑化 1 30 敷地内及び沿道の緑化に努めている。 修繕計画 1 75 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

３ 品質 15 0 ６ 先駆性 15 0

品質保証 5 31 施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 先進モデル 5 76 各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。

32 施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 77 第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。

33 品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。 78 新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。

34 品質確保のための社内規定等が整えられている。 79 事業手法について先進的なモデルを採用している。

35 施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 80 事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。

瑕疵担保 4 36 瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 デザイン 4 81 デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

37 瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 82 安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

38 設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。 83 快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

39 瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 84 機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

品質管理 3 40 事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 性能 3 85 環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

41 保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 86 地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

42 契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 87 優良受注者の評価基準を設けている。

検査体制 2 43 設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。 技術開発 2 88 産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。

44 瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 89 合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。

プロジェクト管理 1 45 事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。 資産価値 1 90 施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

発注者評価のための自己採点チェックシート
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評価軸

注力する分野 配点 通し番号 評価項目

各自 評価軸

注力する分野 配点 通し番号 評価項目

各自

チェック欄
「○」or「×」

チェック欄
「○」or「×」

「○」or「×」 「○」or「×」

１ 地域貢献 15 0 ４ 発注・契約 15 0

景観、まちづくり 5 1 立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 発注・契約の基本的スタンス 5 46 民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。

2 路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 47 すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。

3 ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 48 支払条件は出来高支払いに準じている。

4 緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 49 価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。

5 利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 50 独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。

地域の防災性・利便性 4 6 利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 発注者責任 4 51 工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。

7 歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 52 発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。

8 利用者当り一定割合の駐輪場を提供している 53 「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。

9 周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 54 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。

地域貢献 3 10 公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 発注者の体制 3 55 事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。

11 近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。 56 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。

12 立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 57 契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。

地元への事前説明 2 13 周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 発注方法 2 58 事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。

14 関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 59 適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。

地元への迷惑防止 1 15 工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 要求条件 1 60 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

２ 景観・環境 15 0 ５ 持続可能性 15 0

自然環境 5 16 新たな緑地等の自然環境を提供している。 事業継続（BCP）計画 5 61 災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。

17 利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 62 免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。

18 省エネルギー策を講じている。 63 建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。

19 自然エネルギーの利用を促進している。 64 将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。

20 廃熱や中水などを活用している。 65 耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。

環境評価 4 21 第三者による環境評価制度等を利用している。 ライフサイクルコスト 4 66 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。

22 竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 67 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。

23 音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 68 予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。

24 建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 69 事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。

グリーン調達 3 25 環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 建物管理 3 70 事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。

26 再利用など、建設廃材の削減策を講じている。 71 事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。

27 建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 72 事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等の選定に努めている。

ヒートアイランド対策 2 28 敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 保全計画 2 73 必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。

29 環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。 74 竣工時に長期修繕計画案が作成されている。

緑化 1 30 敷地内及び沿道の緑化に努めている。 修繕計画 1 75 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

３ 品質 15 0 ６ 先駆性 15 0

品質保証 5 31 施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 先進モデル 5 76 各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。

32 施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 77 第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。

33 品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。 78 新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。

34 品質確保のための社内規定等が整えられている。 79 事業手法について先進的なモデルを採用している。

35 施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 80 事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。

瑕疵担保 4 36 瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 デザイン 4 81 デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

37 瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 82 安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

38 設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。 83 快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

39 瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 84 機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

品質管理 3 40 事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 性能 3 85 環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

41 保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 86 地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

42 契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 87 優良受注者の評価基準を設けている。

検査体制 2 43 設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。 技術開発 2 88 産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。

44 瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 89 合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。

プロジェクト管理 1 45 事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。 資産価値 1 90 施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

発注者評価のための自己採点チェックシート

① 地域貢献

② 景観・環境

③ 品質

④ 発注・契約

⑤ 持続可能性

⑥ 先駆性
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評価軸

注力する分野 配点 通し番号 評価項目

各自 評価軸

注力する分野 配点 通し番号 評価項目

各自

チェック欄
「○」or「×」

チェック欄
「○」or「×」

「○」or「×」 「○」or「×」

１ 地域貢献 15 0 ４ 発注・契約 15 0

景観、まちづくり 5 1 立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 発注・契約の基本的スタンス 5 46 民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。

2 路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 47 すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。

3 ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 48 支払条件は出来高支払いに準じている。

4 緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 49 価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。

5 利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 50 独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。

地域の防災性・利便性 4 6 利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 発注者責任 4 51 工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。

7 歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 52 発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。

8 利用者当り一定割合の駐輪場を提供している 53 「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。

9 周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 54 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。

地域貢献 3 10 公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 発注者の体制 3 55 事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。

11 近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。 56 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。

12 立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 57 契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。

地元への事前説明 2 13 周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 発注方法 2 58 事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。

14 関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 59 適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。

地元への迷惑防止 1 15 工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 要求条件 1 60 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

２ 景観・環境 15 0 ５ 持続可能性 15 0

自然環境 5 16 新たな緑地等の自然環境を提供している。 事業継続（BCP）計画 5 61 災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。

17 利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 62 免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。

18 省エネルギー策を講じている。 63 建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。

19 自然エネルギーの利用を促進している。 64 将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。

20 廃熱や中水などを活用している。 65 耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。

環境評価 4 21 第三者による環境評価制度等を利用している。 ライフサイクルコスト 4 66 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。

22 竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 67 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。

23 音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 68 予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。

24 建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 69 事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。

グリーン調達 3 25 環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 建物管理 3 70 事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。

26 再利用など、建設廃材の削減策を講じている。 71 事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。

27 建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 72 事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等の選定に努めている。

ヒートアイランド対策 2 28 敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 保全計画 2 73 必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。

29 環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。 74 竣工時に長期修繕計画案が作成されている。

緑化 1 30 敷地内及び沿道の緑化に努めている。 修繕計画 1 75 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

３ 品質 15 0 ６ 先駆性 15 0

品質保証 5 31 施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 先進モデル 5 76 各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。

32 施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 77 第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。

33 品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。 78 新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。

34 品質確保のための社内規定等が整えられている。 79 事業手法について先進的なモデルを採用している。

35 施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 80 事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。

瑕疵担保 4 36 瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 デザイン 4 81 デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

37 瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 82 安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

38 設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。 83 快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

39 瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 84 機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

品質管理 3 40 事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 性能 3 85 環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

41 保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 86 地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

42 契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 87 優良受注者の評価基準を設けている。

検査体制 2 43 設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。 技術開発 2 88 産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。

44 瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 89 合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。

プロジェクト管理 1 45 事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。 資産価値 1 90 施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

発注者評価のための自己採点チェックシート

中項目
事業継続（BCP)計画 （５点）
ライフサイクルコスト （４点）
建物管理 （３点）
保全計画 （２点）
修繕計画 （１点）

⑤ 持続可能性

（小項目） 建物管理（３点）
No70 事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している
No71 事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示している
No72 維持管理の容易さを確保した計画としている



22

自己採点チェックシート 【採点事例】

① 大規模【事務所】ハイグレード（東京）

評価項目 点
1 地域貢献 14
2 景観・環境 13
3 品質 13
4 発注・契約 14
5 持続可能性 15
6 先駆性 15
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品質

発注・契約

持続可能性

先駆性

評価項目 点
1 地域貢献 13
2 景観・環境 12
3 品質 9
4 発注・契約 15
5 持続可能性 15
6 先駆性 11
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評価項目 点
1 地域貢献 11
2 景観・環境 5
3 品質 13
4 発注・契約 15
5 持続可能性 11
6 先駆性 7
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評価項目 点
1 地域貢献 9
2 景観・環境 11
3 品質 12
4 発注・契約 14
5 持続可能性 11
6 先駆性 0
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② 大規模【事務所+商業】 （東京）

③ 中規模【ホテル】 （地方都市） ④ 小規模【商業】 （東京）


発注者評価シート

				■発注者評価（自己採点チェックシート）チェック欄 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン ラン

				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ

														チェック欄
「○」or「×」 ラン														チェック欄
「○」or「×」 ラン

														「○」or「×」														「○」or「×」

				１　地域貢献 チイキ コウケン				15						0				４　発注・契約 ハッチュウ ケイヤク				15						0

						景観、まちづくり ケイカン		5		1		立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 リッチ ドクジ セイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン								発注・契約の基本的スタンス ハッチュウ ケイヤク キホンテキ		5		46		民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。 ミンカン キュウ ヨン カイ レンゴウ キョウテイ コウジ ウケオイ ケイヤク ヤッカン セイシン ソンチョウ ケイヤク オコナ

										2		路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 ロセン カカク ヒョウカ リッチ シュウヘン シサン カチ コウジョウ コウケン												47		すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。 ケイヤク ジョウケン ジゼン ジュチュウ ヨテイシャ タイ テイジ

										3		ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 セッキョクテキ サイヨウ												48		支払条件は出来高支払いに準じている。 シハライ ジョウケン デキダカ シハラ ジュン

										4		緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 リョクチ ホドウ セイビ リョウコウ コウケン												49		価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。 カカク コウキトウ テキセイ ハイリョ サンコウ カカク サンコウ コウキ コンキョ シリョウ ソナ

										5		利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 センヨウ マタ キツエン												50		独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。 ドクジ セキサン コウチク ウンヨウ カカク テキセイ ハイリョ

						地域の防災性・利便性 チイキ ボウサイセイ リベンセイ		4		6		利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 タクジショ トウ ユウチ								発注者責任 ハッチュウシャ セキニン		4		51		工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。 コウジ クブン ジギョウ ホウシン メイブンカ ケイヤク ケントウ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ

										7		歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 ホドウ コウカイ クウチ シキチ シュウヘン ホコウシャ コウツウ エンカツカ												52		発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。 ハッチュウ サキ センテイ ケイヤク サイ トウメイセイ カクホ ツト

										8		利用者当り一定割合の駐輪場を提供している												53		「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。 シタウケホウ リカイ

										9		周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 シュウヘン チイキ ボウサイセイ コウジョウ ボウサイ ビチク ソウコ テイキョウ キタク コンナン シャ イチジ ウ イ トウ コウケン												54		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ シタガ ホウテイ フクリ ヒ フク キンガク ケイヤク

						地域貢献 チイキ コウケン		3		10		公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 マタ								発注者の体制		3		55		事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。 ジギョウ モクテキ アキ ジギョウ カンケイシャ キョウユウ

										11		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。												56		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ リカイ

										12		立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 リッチ チイキ セイサン ジュウギョウシャ オヨ メン コウケン												57		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ

						地元への事前説明 ジモト ジゼン セツメイ		2		13		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ								発注方法 ハッチュウ ホウホウ		2		58		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ

										14		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ												59		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ

						地元への迷惑防止 ジモト メイワク ボウシ		1		15		工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 サク								要求条件 ヨウキュウ ジョウケン		1		60		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ

				２　景観・環境 ケイカン カンキョウ				15						0				５　持続可能性 ジゾク カノウセイ				15						0

						自然環境 シゼン カンキョウ		5		16		新たな緑地等の自然環境を提供している。 アラ リョクチ トウ シゼン カンキョウ テイキョウ								事業継続（BCP）計画 ジギョウ ケイゾク ケイカク		5		61		災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。 サイガイ ハッセイ ジ ギョウム チュウダン コウリョ ケイカク

										17		利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 リヨウシャ アタ イッテイ ワリアイ チュウリンジョウ テイキョウ クルマ リヨウ ヨクセイ												62		免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。 メン シン タイシン セイ シン サイヨウ コウゾウ セイノウ コウジョウ ツト シセツ リヨウシャ アンシンカン アタ

										18		省エネルギー策を講じている。 ショウ サク コウ												63		建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。 タテモノ ウンエイ ジ ショウヒ リョウ シサン コウネツヒ サクゲン サク ジッシ ジギョウ ケイゾクセイ コウジョウ コウケン

										19		自然エネルギーの利用を促進している。 シゼン リヨウ ソクシン												64		将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。 ショウライ キノウ コウシン ヘンコウ ハイリョ セツビ ケイカク ジョウ コウリョ ケイカク

										20		廃熱や中水などを活用している。 チュウ ミズ												65		耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。 タイキュウ セイ タカ ザイリョウ セイヒントウ センテイ ココロ

						環境評価 カンキョウ ヒョウカ		4		21		第三者による環境評価制度等を利用している。								ライフサイクルコスト		4		66		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。 テイゲン ツト ジ モクヒョウ ノ ヒトツ ヒト

										22		竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 シュンコウ ゴ シツナイ クウキ カンキョウ サイテイ キジュン シメ												67		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。 エイキョウ フカ ケイカク ジ ケントウ カイゼンサク コウ

										23		音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 オト カンキョウ イジ キュウオン ボウオン フセ シン トウ タイサク コウ												68		予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。 ヨビ ヒン ジュンビ トウ ショウライ ブヒン コウカン イシキ ソナ

										24		建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 タテモノ ショウ カツドウ ミ カ デンキ シヨウリョウ ハイシュツ リョウ トウ ジッセン												69		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ

						グリーン調達 チョウタツ		3		25		環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 オコナ								建物管理 タテモノ カンリ		3		70		事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。 ジギョウ ウンエイ ジョウ イジ カンリ ギョウム ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										26		再利用など、建設廃材の削減策を講じている。												71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										27		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト												72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ ツト

						ヒートアイランド対策 タイサク		2		28		敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 オクジョウ トウ トウ タテモノ チクネツ ヨクセイ								保全計画 ホゼン ケイカク		2		73		必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。 ヒツヨウ オウ タイキュウセイ タカ ザイリョウ セイヒン トウ センテイ ココロ

										29		環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。												74		竣工時に長期修繕計画案が作成されている。 シュンコウ ジ チョウキ シュウゼン ケイカク アン サクセイ

						緑化 リョッカ		1		30		敷地内及び沿道の緑化に努めている。 シキチ ナイ オヨ エンドウ リョッカ ツト								修繕計画 シュウゼン ケイカク		1		75		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ

				３　品質 ヒンシツ				15						0				６　先駆性 センクセイ				15						0

						品質保証 ヒンシツ ホショウ		5		31		施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ ギム								先進モデル センシン		5		76		各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。 カクシュ ヒョウショウ セイド オウボ ジュショウトウ ダイ サンシャ タカ ヒョウカ ウ

										32		施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ キカン メイキ												77		第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。 ダイ サンシャ カンキョウ ヒョウカ セイドトウ カツヨウ タカ ヒョウカ ウ

										33		品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。												78		新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。 シンブンヤ カイタク ト ク キギョウ キョウドウ セイヒン サイヨウ ツウ テイキョウ

										34		品質確保のための社内規定等が整えられている。 ヒンシツ カクホ シャナイ キテイ トウ トトノ												79		事業手法について先進的なモデルを採用している。 ジギョウ シュホウ センシンテキ サイヨウ

										35		施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 セコウ ジ ヒンシツ イジ シュンコウ ゴ シセツ カンリ タイセイ トトノ												80		事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。 ジギョウ ケイカク シセツ ウンヨウトウ センシンテキ サイヨウ

						瑕疵担保 カシ タンポ		4		36		瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ タイセイ オヨ ジッシ ヨウリョウ トウ トトノ								デザイン		4		81		デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 セイ ケイカン ガイカン ナイブ クウカン センシンテキ ジギョウ ト ク

										37		瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ ケンサ カン キテイ ケイヤクショ トトノ												82		安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 アンゼン セイ ボウサイ ボウハン タイシン ケンザイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

										38		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。												83		快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 カイテキ セイ クウキ カンキョウ シツオン カンキョウ オンキョウ チョウボウ シゼン サイコウ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

										39		瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 カシ タンポ ホショウ リコウ ホ リュウホキン ホケン トウ シク トトノ												84		機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 キノウ セイ ショウ ショウシゲン セイギョ ホウホウ カヘンセイ タイキュウ セイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

						品質管理 ヒンシツ カンリ		3		40		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ								性能 セイノウ		3		85		環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 カンキョウ ホゴ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン

										41		保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 ヒンシツ イホウセイ カンリ セキニンシャ ニンメイ												86		地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 チイキ ボウサイ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン

										42		契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 ケイヤク リコウ ケンサ タイセイ ヨウキュウ セイノウ シケン ケンサ ホウホウ カンケイシャ ゴウイ												87		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ

						検査体制 ケンサ タイセイ		2		43		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。								技術開発 ギジュツ カイハツ		2		88		産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。 サンギョウカイ センシンテキ ギジュツ ジツヨウカ ドクジ ト ク

										44		瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 テイジ												89		合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。 ゴウリカ テキセイ カカク ケイセイ ギジュツ カイハツ テイキョウ ジュチュウシャ アタ

						プロジェクト管理 カンリ		1		45		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。								資産価値 シサン カチ		1		90		施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 シセツ シサン カチ コウジョウ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン



				あなたのプロジェクトの評価 ヒョウカ

						評価項目 ヒョウカ コウモク		点 テン

				1		地域貢献 チイキ コウケン		0

				2		景観・環境 ケイカン カンキョウ		0

				3		品質 ヒンシツ		0

				4		発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		0

				5		持続可能性 ジゾク カノウセイ		0

				6		先駆性 センクセイ		0



















































地域貢献	景観・環境	品質	発注・契約	持続可能性	先駆性	13	13	13	13	15	13	





ｱｰｸﾋﾙｽﾞｻｳｽﾀﾜｰ

				発注者評価に関する調査へのご協力のお願い ハッチュウシャ ヒョウカ カン チョウサ キョウリョク ネガ												No2												日本建築学会　発注者問題小委員会作成 ニホン ケンチク ガッカイ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ サクセイ

				関係各位
　日本建築学会発注者問題小委員会（建築社会システム委員会）では、建築プロジェクトの発注者を評価する仕組みを導入すべく、「発注者評価マトリックス（案）」を作成しました。今後、皆さんからの試行及びご意見を踏まえて、小委員会提案としてまとめる予定でおります。
　つきましては、発注者のみならず、設計者、施工者、工事監理者、研究者等の立場を超えて、下記の「発注者評価（自己採点チェックシート）案」の回答にご協力頂ければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　発注者問題小委員会　主査　齋藤隆司（日本郵政㈱） カンケイ カクイ ニホン ケンチク ガッカイ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ ケンチク シャカイ イインカイ ケンチク ハッチュウシャ ヒョウカ シク ドウニュウ ハッチュウシャ ヒョウカ アン サクセイ コンゴ ミナ シコウ オヨ イケン フ ショウイインカイ テイアン ヨテイ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ コウジ カンリシャ ケンキュウシャ トウ タチバ コ カキ ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン アン カイトウ キョウリョク イタダ サイワ ハッチュウ モンダイ ショウイインカイ シュサ サイトウ ニホン ユウセイ														記入にあたっての留意点：
　①「あなたが経験した」、又は「あなたが関与した」建築プロジェクトを想像して、ご回答ください。実プロジェクトでも仮想プロジェクトでも構いません。
　②まず、回答者の概要について、あなたの立場、プロジェクトの建物用途、延床面積、立地（所在地）について、ご回答ください。
　③次に、発注者評価の回答について、「チェック欄」に「○」又は「×」で、ご回答ください。
　④たとえば、通し番号１の設問「立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。」に対し、あなたのプロジェクトが貢献していると思えば「○」を、貢献していないと思えば「×」をおつけください。
　⑤設問は全部で90項目あります。すべての項目をご回答ください。また、調査に対するコメントがありましたら、自由意見欄へご記入ください。
　⑥調査の回収は、出口で受付へお渡しください。
　⑦ご回答いただいた資料は、発注者問題小委員会の内部資料として、公開する予定はありません。 キニュウ リュウイテン ケイケン マタ カンヨ ケンチク ソウゾウ カイトウ ジツ カソウ カマ カイトウ シャ ガイヨウ ショザイチ ツギ ハッチュウシャ ヒョウカ カイトウ ラン マタ カイトウ トオ バンゴウ セツモン リッチ ドクジセイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン タイ コウケン オモ コウケン オモ セツモン ゼンブ コウモク コウモク カイトウ チョウサ タイ ジユウ イケン ラン キニュウ チョウサ カイシュウ デグチ ウケツケ ワタ カイトウ シリョウ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ ナイブ シリョウ コウカイ ヨテイ



				■回答者の概要（該当する個所を○で囲んでください。） カイトウ シャ ガイヨウ ガイトウ カショ カコ

				■回答者のお立場：
　　発注者、設計者、監理者、施工者、利用者（入居者等）、その他

■建物用途：
　　事務所（テナント・一棟利用）商業・小売（テナント・一棟利用）、共同住宅（分譲・賃貸）ホテル、病院、公共施設、その他

■延床面積　：３千㎡未満、３千超ー１万㎡未満、１万ー３万㎡未満、３万㎡超
														■立地について（総務省の分類による）
【大都市圏】
札幌市、仙台市、新潟市、東京特別区　関東政令指定都市（千葉・さいたま・横浜・川崎・相模原）、
静岡市・浜松市、名古屋市、大阪市・堺市・京都市・神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市
【その他の都市圏】：宇都宮市、松山市、熊本市、鹿児島市
【上記以外の市町村】⇒【　　　　　　　　　】



				■発注者評価（自己採点チェックシート）チェック欄 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン ラン

				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ

														チェック欄
「○」or「×」 ラン														チェック欄
「○」or「×」 ラン

														「○」or「×」														「○」or「×」

				１　地域貢献 チイキ コウケン				15						13				４　発注・契約 ハッチュウ ケイヤク				15						13

						景観、まちづくり ケイカン		5		1		立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 リッチ ドクジ セイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン		○						発注・契約の基本的スタンス ハッチュウ ケイヤク キホンテキ		5		46		民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。 ミンカン キュウ ヨン カイ レンゴウ キョウテイ コウジ ウケオイ ケイヤク ヤッカン セイシン ソンチョウ ケイヤク オコナ		○

										2		路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 ロセン カカク ヒョウカ リッチ シュウヘン シサン カチ コウジョウ コウケン		○										47		すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。 ケイヤク ジョウケン ジゼン ジュチュウ ヨテイシャ タイ テイジ		○

										3		ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 セッキョクテキ サイヨウ		○										48		支払条件は出来高支払いに準じている。 シハライ ジョウケン デキダカ シハラ ジュン		×

										4		緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 リョクチ ホドウ セイビ リョウコウ コウケン		○										49		価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。 カカク コウキトウ テキセイ ハイリョ サンコウ カカク サンコウ コウキ コンキョ シリョウ ソナ		○

										5		利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 センヨウ マタ キツエン		○										50		独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。 ドクジ セキサン コウチク ウンヨウ カカク テキセイ ハイリョ		○

						地域の防災性・利便性 チイキ ボウサイセイ リベンセイ		4		6		利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 タクジショ トウ ユウチ		○						発注者責任 ハッチュウシャ セキニン		4		51		工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。 コウジ クブン ジギョウ ホウシン メイブンカ ケイヤク ケントウ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ		○

										7		歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 ホドウ コウカイ クウチ シキチ シュウヘン ホコウシャ コウツウ エンカツカ		○										52		発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。 ハッチュウ サキ センテイ ケイヤク サイ トウメイセイ カクホ ツト		○

										8		利用者当り一定割合の駐輪場を提供している		○										53		「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。 シタウケホウ リカイ		○

										9		周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 シュウヘン チイキ ボウサイセイ コウジョウ ボウサイ ビチク ソウコ テイキョウ キタク コンナン シャ イチジ ウ イ トウ コウケン		○										54		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ シタガ ホウテイ フクリ ヒ フク キンガク ケイヤク		×

						地域貢献 チイキ コウケン		3		10		公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 マタ		○						発注者の体制		3		55		事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。 ジギョウ モクテキ アキ ジギョウ カンケイシャ キョウユウ		○

										11		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。		×										56		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ リカイ		○

										12		立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 リッチ チイキ セイサン ジュウギョウシャ オヨ メン コウケン		×										57		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ		○

						地元への事前説明 ジモト ジゼン セツメイ		2		13		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ		○						発注方法 ハッチュウ ホウホウ		2		58		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ		○

										14		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ		○										59		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ		○

						地元への迷惑防止 ジモト メイワク ボウシ		1		15		工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 サク		○						要求条件 ヨウキュウ ジョウケン		1		60		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ		○

				２　景観・環境 ケイカン カンキョウ				15						13				５　持続可能性 ジゾク カノウセイ				15						15

						自然環境 シゼン カンキョウ		5		16		新たな緑地等の自然環境を提供している。 アラ リョクチ トウ シゼン カンキョウ テイキョウ		○						事業継続（BCP）計画 ジギョウ ケイゾク ケイカク		5		61		災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。 サイガイ ハッセイ ジ ギョウム チュウダン コウリョ ケイカク		○

										17		利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 リヨウシャ アタ イッテイ ワリアイ チュウリンジョウ テイキョウ クルマ リヨウ ヨクセイ		○										62		免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。 メン シン タイシン セイ シン サイヨウ コウゾウ セイノウ コウジョウ ツト シセツ リヨウシャ アンシンカン アタ		○

										18		省エネルギー策を講じている。 ショウ サク コウ		○										63		建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。 タテモノ ウンエイ ジ ショウヒ リョウ シサン コウネツヒ サクゲン サク ジッシ ジギョウ ケイゾクセイ コウジョウ コウケン		○

										19		自然エネルギーの利用を促進している。 シゼン リヨウ ソクシン		×										64		将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。 ショウライ キノウ コウシン ヘンコウ ハイリョ セツビ ケイカク ジョウ コウリョ ケイカク		○

										20		廃熱や中水などを活用している。 チュウ ミズ		○										65		耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。 タイキュウ セイ タカ ザイリョウ セイヒントウ センテイ ココロ		○

						環境評価 カンキョウ ヒョウカ		4		21		第三者による環境評価制度等を利用している。		○						ライフサイクルコスト		4		66		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。 テイゲン ツト ジ モクヒョウ ノ ヒトツ ヒト		○

										22		竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 シュンコウ ゴ シツナイ クウキ カンキョウ サイテイ キジュン シメ		○										67		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。 エイキョウ フカ ケイカク ジ ケントウ カイゼンサク コウ		○

										23		音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 オト カンキョウ イジ キュウオン ボウオン フセ シン トウ タイサク コウ		○										68		予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。 ヨビ ヒン ジュンビ トウ ショウライ ブヒン コウカン イシキ ソナ		○

										24		建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 タテモノ ショウ カツドウ ミ カ デンキ シヨウリョウ ハイシュツ リョウ トウ ジッセン		○										69		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ		○

						グリーン調達 チョウタツ		3		25		環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 オコナ		○						建物管理 タテモノ カンリ		3		70		事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。 ジギョウ ウンエイ ジョウ イジ カンリ ギョウム ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ		○

										26		再利用など、建設廃材の削減策を講じている。		○										71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ		○

										27		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト		×										72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。　⇒　の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ センテイ ツト		○

						ヒートアイランド対策 タイサク		2		28		敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 オクジョウ トウ トウ タテモノ チクネツ ヨクセイ		○						保全計画 ホゼン ケイカク		2		73		必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。 ヒツヨウ オウ タイキュウセイ タカ ザイリョウ セイヒン トウ センテイ ココロ		○

										29		環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。		○										74		竣工時に長期修繕計画案が作成されている。 シュンコウ ジ チョウキ シュウゼン ケイカク アン サクセイ		○

						緑化 リョッカ		1		30		敷地内及び沿道の緑化に努めている。 シキチ ナイ オヨ エンドウ リョッカ ツト		○						修繕計画 シュウゼン ケイカク		1		75		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ		○

				３　品質 ヒンシツ				15						13				６　先駆性 センクセイ				15						13

						品質保証 ヒンシツ ホショウ		5		31		施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ ギム		○						先進モデル センシン		5		76		各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。 カクシュ ヒョウショウ セイド オウボ ジュショウトウ ダイ サンシャ タカ ヒョウカ ウ		×

										32		施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ キカン メイキ		○										77		第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。 ダイ サンシャ カンキョウ ヒョウカ セイドトウ カツヨウ タカ ヒョウカ ウ		○

										33		品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。		○										78		新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。 シンブンヤ カイタク ト ク キギョウ キョウドウ セイヒン サイヨウ ツウ テイキョウ		○

										34		品質確保のための社内規定等が整えられている。 ヒンシツ カクホ シャナイ キテイ トウ トトノ		○										79		事業手法について先進的なモデルを採用している。 ジギョウ シュホウ センシンテキ サイヨウ		○

										35		施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 セコウ ジ ヒンシツ イジ シュンコウ ゴ シセツ カンリ タイセイ トトノ		○										80		事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。 ジギョウ ケイカク シセツ ウンヨウトウ センシンテキ サイヨウ		○

						瑕疵担保 カシ タンポ		4		36		瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ タイセイ オヨ ジッシ ヨウリョウ トウ トトノ		○						デザイン		4		81		デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 セイ ケイカン ガイカン ナイブ クウカン センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										37		瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ ケンサ カン キテイ ケイヤクショ トトノ		○										82		安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 アンゼン セイ ボウサイ ボウハン タイシン ケンザイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										38		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。		○										83		快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 カイテキ セイ クウキ カンキョウ シツオン カンキョウ オンキョウ チョウボウ シゼン サイコウ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										39		瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 カシ タンポ ホショウ リコウ ホ リュウホキン ホケン トウ シク トトノ		○										84		機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 キノウ セイ ショウ ショウシゲン セイギョ ホウホウ カヘンセイ タイキュウ セイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

						品質管理 ヒンシツ カンリ		3		40		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ		×						性能 セイノウ		3		85		環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 カンキョウ ホゴ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○

										41		保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 ヒンシツ イホウセイ カンリ セキニンシャ ニンメイ		○										86		地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 チイキ ボウサイ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○

										42		契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 ケイヤク リコウ ケンサ タイセイ ヨウキュウ セイノウ シケン ケンサ ホウホウ カンケイシャ ゴウイ		○										87		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ		×

						検査体制 ケンサ タイセイ		2		43		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。		○						技術開発 ギジュツ カイハツ		2		88		産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。 サンギョウカイ センシンテキ ギジュツ ジツヨウカ ドクジ ト ク		○

										44		瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 テイジ		○										89		合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。 ゴウリカ テキセイ カカク ケイセイ ギジュツ カイハツ テイキョウ ジュチュウシャ アタ		○

						プロジェクト管理 カンリ		1		45		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。		×						資産価値 シサン カチ		1		90		施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 シセツ シサン カチ コウジョウ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○



				自由意見欄：（調査項目及び回答の中で気付いた点がございましたら、各自、自由にご記入ください。） ジユウ イケン ラン チョウサ コウモク オヨ カイトウ ナカ キ ツ テン カクジ ジユウ キニュウ



										69 と　72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ

										71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										↓

										72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。　⇒　の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ センテイ ツト





				あなたのプロジェクトの評価 ヒョウカ

						評価項目 ヒョウカ コウモク		点 テン

				1		地域貢献 チイキ コウケン		13

				2		景観・環境 ケイカン カンキョウ		13

				3		品質 ヒンシツ		13

				4		発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		13

				5		持続可能性 ジゾク カノウセイ		15

				6		先駆性 センクセイ		13



















































地域貢献	景観・環境	品質	発注・契約	持続可能性	先駆性	13	13	13	13	15	13	





集計20160203

				発注者評価（自己採点チェクシート）　採点事例 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン サイテン ジレイ																																								作成2016.2.3　Ｖｅｒ1　片田 サクセイ カタダ

										・地域貢献 チイキ コウケン				再開発プロジェクトでは必然的に高得点となった サイカイハツ ヒツゼンテキ コウトクテン														・景観・環境 ケイカン カンキョウ		プロジェクトの規模が大きくなると「景観条例、景観協議」等の規制があり、対応している キボ オオ ケイカン ジョウレイ ケイカン キョウギ トウ キセイ タイオウ

										・先駆性 センクセイ				プロジェクトの規模が大きくないと先駆性まで気が回らない キボ オオ センクセイ キ マワ														・品質 ヒンシツ		自社ブランドとしての基準がある ジシャ キジュン

										・持続可能性 ジゾク カノウセイ				将来的にも自社で持ち続ける建物かどうかによる ショウライテキ ジシャ モ ツヅ タテモノ														・発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		プロジェクトの規模にかかわらず、手続き・手法は同じ キボ テツヅ シュホウ オナ

								※　平均入力時間は1プロジェクト当たり20～40分、項目が定量的でない（評価者による差が出る）、該当しない項目がある（×ではないが、－となり○にはならない）、項目が専門的すぎる（理解できない項目がある） ヘイキン ニュウリョク ジカン ア フン コウモク テイリョウテキ ヒョウカシャ サ デ ガイトウ コウモク コウモク センモンテキ リカイ コウモク

				■再開発ＰＪ サイカイハツ								84点 テン																■再開発ＰＪ サイカイハツ								75点 テン

		虎ノ門ヒルズ トラ モン		Ｎo1																						銀座6 ギンザ		Ｎo5

				　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

																												　工事中 コウジ チュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・ＰＭｒ

				・事務所（ﾃﾅﾝﾄ） ジム ショ																								・商業 ショウギョウ

				　　商業・共同住宅・ﾎﾃﾙ ショウギョウ キョウドウ ジュウタク																								・3万㎡超 マン チョウ

				・3万㎡超 マン チョウ																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				■再開発ＰＪ サイカイハツ								80点 テン																■新築（共同事業） シンチク キョウドウ ジギョウ								81点 テン

		ｱｰｸﾋﾙｽﾞ		Ｎo2																						29Ｂ		Ｎo6

		ｻｳｽﾀﾜｰ		　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

																												　設計中 セッケイチュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・事務所・商業 ジム ショ ショウギョウ																								・事務所・商業 ジム ショ ショウギョウ

				・3万㎡超 マン チョウ																								・1万-3万㎡未満 マン ヨロズ ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				■展示場 テンジジョウ								45点 テン																■再開発ＰＪ サイカイハツ								62点 テン

		656ｽﾇｰﾋﾟｰ		Ｎo3																						アエル松山 マツヤマ		Ｎo7

				　工事中 コウジチュウ																								　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・暫定利用（展示場） ザンテイ リヨウ テンジジョウ																								・事務所・ホテル ジム ショ

				・3千㎡未満 セン ミマン																								・1万-3万㎡未満 マン ヨロズ ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・松山市 マツヤマシ

				■暫定利用カフェ ザンテイ リヨウ								38点 テン																■ギャラリー								57点 テン

		たばこﾋﾞﾙ跡 アト		Ｎo4																						665		Ｎo8

		暫定利用ｶﾌｪ ザンテイ リヨウ		　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ																						ギャラリー

																												　工事中 コウジチュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・暫定利用（カフェ） ザンテイ リヨウ																								・ギャラリー

				・3千㎡未満 セン ミマン																								・3千㎡未満 セン ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク



・大規模ＰＪ（ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ）のため、全項目とも高得点となった
・15点満点の項目もある

・暫定利用のため低評価項目がある
・暫定利用でも「持続可能性」「発注・契約」の項目は高得点

・暫定利用のため低評価項目がある
・暫定利用でも「品質」「発注・契約」の項目は高得点

・ＰＭｒとしての評価
・自社ブランドと比べ「品質」の評価が高くない

・10年間の利用を前提にＳ造ｱｽﾛｯｸであり、既存の一般的な工法のため、「先駆性」の評価が低い

・他社との共同事業ではあるが、弊社グレード同等の要求水準となった

・大規模ＰＪ（ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ）のため、全項目とも高得点となった
・15点満点の項目もある

・先駆性、景観・環境の点数は高くない

採点結果　分析
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すべてのプロジェクトで実施されていた評価項目

・ 周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。
・ 関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。
・
・ 事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。
・ 適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。
・ 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。

・ 建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。
・ 事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。
・ 事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。

あまり実施されていなかった 評価項目


発注者評価シート

				■発注者評価（自己採点チェックシート）チェック欄 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン ラン

				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ

														チェック欄
「○」or「×」 ラン														チェック欄
「○」or「×」 ラン

														「○」or「×」														「○」or「×」

				１　地域貢献 チイキ コウケン				15						0				４　発注・契約 ハッチュウ ケイヤク				15						0

						景観、まちづくり ケイカン		5		1		立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 リッチ ドクジ セイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン								発注・契約の基本的スタンス ハッチュウ ケイヤク キホンテキ		5		46		民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。 ミンカン キュウ ヨン カイ レンゴウ キョウテイ コウジ ウケオイ ケイヤク ヤッカン セイシン ソンチョウ ケイヤク オコナ

										2		路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 ロセン カカク ヒョウカ リッチ シュウヘン シサン カチ コウジョウ コウケン												47		すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。 ケイヤク ジョウケン ジゼン ジュチュウ ヨテイシャ タイ テイジ

										3		ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 セッキョクテキ サイヨウ												48		支払条件は出来高支払いに準じている。 シハライ ジョウケン デキダカ シハラ ジュン

										4		緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 リョクチ ホドウ セイビ リョウコウ コウケン												49		価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。 カカク コウキトウ テキセイ ハイリョ サンコウ カカク サンコウ コウキ コンキョ シリョウ ソナ

										5		利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 センヨウ マタ キツエン												50		独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。 ドクジ セキサン コウチク ウンヨウ カカク テキセイ ハイリョ

						地域の防災性・利便性 チイキ ボウサイセイ リベンセイ		4		6		利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 タクジショ トウ ユウチ								発注者責任 ハッチュウシャ セキニン		4		51		工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。 コウジ クブン ジギョウ ホウシン メイブンカ ケイヤク ケントウ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ

										7		歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 ホドウ コウカイ クウチ シキチ シュウヘン ホコウシャ コウツウ エンカツカ												52		発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。 ハッチュウ サキ センテイ ケイヤク サイ トウメイセイ カクホ ツト

										8		利用者当り一定割合の駐輪場を提供している												53		「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。 シタウケホウ リカイ

										9		周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 シュウヘン チイキ ボウサイセイ コウジョウ ボウサイ ビチク ソウコ テイキョウ キタク コンナン シャ イチジ ウ イ トウ コウケン												54		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ シタガ ホウテイ フクリ ヒ フク キンガク ケイヤク

						地域貢献 チイキ コウケン		3		10		公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 マタ								発注者の体制		3		55		事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。 ジギョウ モクテキ アキ ジギョウ カンケイシャ キョウユウ

										11		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。												56		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ リカイ

										12		立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 リッチ チイキ セイサン ジュウギョウシャ オヨ メン コウケン												57		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ

						地元への事前説明 ジモト ジゼン セツメイ		2		13		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ								発注方法 ハッチュウ ホウホウ		2		58		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ

										14		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ												59		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ

						地元への迷惑防止 ジモト メイワク ボウシ		1		15		工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 サク								要求条件 ヨウキュウ ジョウケン		1		60		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ

				２　景観・環境 ケイカン カンキョウ				15						0				５　持続可能性 ジゾク カノウセイ				15						0

						自然環境 シゼン カンキョウ		5		16		新たな緑地等の自然環境を提供している。 アラ リョクチ トウ シゼン カンキョウ テイキョウ								事業継続（BCP）計画 ジギョウ ケイゾク ケイカク		5		61		災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。 サイガイ ハッセイ ジ ギョウム チュウダン コウリョ ケイカク

										17		利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 リヨウシャ アタ イッテイ ワリアイ チュウリンジョウ テイキョウ クルマ リヨウ ヨクセイ												62		免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。 メン シン タイシン セイ シン サイヨウ コウゾウ セイノウ コウジョウ ツト シセツ リヨウシャ アンシンカン アタ

										18		省エネルギー策を講じている。 ショウ サク コウ												63		建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。 タテモノ ウンエイ ジ ショウヒ リョウ シサン コウネツヒ サクゲン サク ジッシ ジギョウ ケイゾクセイ コウジョウ コウケン

										19		自然エネルギーの利用を促進している。 シゼン リヨウ ソクシン												64		将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。 ショウライ キノウ コウシン ヘンコウ ハイリョ セツビ ケイカク ジョウ コウリョ ケイカク

										20		廃熱や中水などを活用している。 チュウ ミズ												65		耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。 タイキュウ セイ タカ ザイリョウ セイヒントウ センテイ ココロ

						環境評価 カンキョウ ヒョウカ		4		21		第三者による環境評価制度等を利用している。								ライフサイクルコスト		4		66		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。 テイゲン ツト ジ モクヒョウ ノ ヒトツ ヒト

										22		竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 シュンコウ ゴ シツナイ クウキ カンキョウ サイテイ キジュン シメ												67		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。 エイキョウ フカ ケイカク ジ ケントウ カイゼンサク コウ

										23		音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 オト カンキョウ イジ キュウオン ボウオン フセ シン トウ タイサク コウ												68		予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。 ヨビ ヒン ジュンビ トウ ショウライ ブヒン コウカン イシキ ソナ

										24		建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 タテモノ ショウ カツドウ ミ カ デンキ シヨウリョウ ハイシュツ リョウ トウ ジッセン												69		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ

						グリーン調達 チョウタツ		3		25		環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 オコナ								建物管理 タテモノ カンリ		3		70		事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。 ジギョウ ウンエイ ジョウ イジ カンリ ギョウム ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										26		再利用など、建設廃材の削減策を講じている。												71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										27		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト												72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ ツト

						ヒートアイランド対策 タイサク		2		28		敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 オクジョウ トウ トウ タテモノ チクネツ ヨクセイ								保全計画 ホゼン ケイカク		2		73		必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。 ヒツヨウ オウ タイキュウセイ タカ ザイリョウ セイヒン トウ センテイ ココロ

										29		環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。												74		竣工時に長期修繕計画案が作成されている。 シュンコウ ジ チョウキ シュウゼン ケイカク アン サクセイ

						緑化 リョッカ		1		30		敷地内及び沿道の緑化に努めている。 シキチ ナイ オヨ エンドウ リョッカ ツト								修繕計画 シュウゼン ケイカク		1		75		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ

				３　品質 ヒンシツ				15						0				６　先駆性 センクセイ				15						0

						品質保証 ヒンシツ ホショウ		5		31		施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ ギム								先進モデル センシン		5		76		各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。 カクシュ ヒョウショウ セイド オウボ ジュショウトウ ダイ サンシャ タカ ヒョウカ ウ

										32		施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ キカン メイキ												77		第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。 ダイ サンシャ カンキョウ ヒョウカ セイドトウ カツヨウ タカ ヒョウカ ウ

										33		品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。												78		新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。 シンブンヤ カイタク ト ク キギョウ キョウドウ セイヒン サイヨウ ツウ テイキョウ

										34		品質確保のための社内規定等が整えられている。 ヒンシツ カクホ シャナイ キテイ トウ トトノ												79		事業手法について先進的なモデルを採用している。 ジギョウ シュホウ センシンテキ サイヨウ

										35		施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 セコウ ジ ヒンシツ イジ シュンコウ ゴ シセツ カンリ タイセイ トトノ												80		事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。 ジギョウ ケイカク シセツ ウンヨウトウ センシンテキ サイヨウ

						瑕疵担保 カシ タンポ		4		36		瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ タイセイ オヨ ジッシ ヨウリョウ トウ トトノ								デザイン		4		81		デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 セイ ケイカン ガイカン ナイブ クウカン センシンテキ ジギョウ ト ク

										37		瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ ケンサ カン キテイ ケイヤクショ トトノ												82		安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 アンゼン セイ ボウサイ ボウハン タイシン ケンザイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

										38		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。												83		快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 カイテキ セイ クウキ カンキョウ シツオン カンキョウ オンキョウ チョウボウ シゼン サイコウ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

										39		瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 カシ タンポ ホショウ リコウ ホ リュウホキン ホケン トウ シク トトノ												84		機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 キノウ セイ ショウ ショウシゲン セイギョ ホウホウ カヘンセイ タイキュウ セイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

						品質管理 ヒンシツ カンリ		3		40		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ								性能 セイノウ		3		85		環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 カンキョウ ホゴ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン

										41		保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 ヒンシツ イホウセイ カンリ セキニンシャ ニンメイ												86		地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 チイキ ボウサイ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン

										42		契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 ケイヤク リコウ ケンサ タイセイ ヨウキュウ セイノウ シケン ケンサ ホウホウ カンケイシャ ゴウイ												87		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ

						検査体制 ケンサ タイセイ		2		43		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。								技術開発 ギジュツ カイハツ		2		88		産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。 サンギョウカイ センシンテキ ギジュツ ジツヨウカ ドクジ ト ク

										44		瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 テイジ												89		合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。 ゴウリカ テキセイ カカク ケイセイ ギジュツ カイハツ テイキョウ ジュチュウシャ アタ

						プロジェクト管理 カンリ		1		45		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。								資産価値 シサン カチ		1		90		施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 シセツ シサン カチ コウジョウ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン



				あなたのプロジェクトの評価 ヒョウカ

						評価項目 ヒョウカ コウモク		点 テン

				1		地域貢献 チイキ コウケン		0

				2		景観・環境 ケイカン カンキョウ		0

				3		品質 ヒンシツ		0

				4		発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		0

				5		持続可能性 ジゾク カノウセイ		0

				6		先駆性 センクセイ		0



















































地域貢献	景観・環境	品質	発注・契約	持続可能性	先駆性	13	13	13	13	15	13	





ｱｰｸﾋﾙｽﾞｻｳｽﾀﾜｰ

				発注者評価に関する調査へのご協力のお願い ハッチュウシャ ヒョウカ カン チョウサ キョウリョク ネガ												No2												日本建築学会　発注者問題小委員会作成 ニホン ケンチク ガッカイ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ サクセイ

				関係各位
　日本建築学会発注者問題小委員会（建築社会システム委員会）では、建築プロジェクトの発注者を評価する仕組みを導入すべく、「発注者評価マトリックス（案）」を作成しました。今後、皆さんからの試行及びご意見を踏まえて、小委員会提案としてまとめる予定でおります。
　つきましては、発注者のみならず、設計者、施工者、工事監理者、研究者等の立場を超えて、下記の「発注者評価（自己採点チェックシート）案」の回答にご協力頂ければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　発注者問題小委員会　主査　齋藤隆司（日本郵政㈱） カンケイ カクイ ニホン ケンチク ガッカイ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ ケンチク シャカイ イインカイ ケンチク ハッチュウシャ ヒョウカ シク ドウニュウ ハッチュウシャ ヒョウカ アン サクセイ コンゴ ミナ シコウ オヨ イケン フ ショウイインカイ テイアン ヨテイ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ コウジ カンリシャ ケンキュウシャ トウ タチバ コ カキ ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン アン カイトウ キョウリョク イタダ サイワ ハッチュウ モンダイ ショウイインカイ シュサ サイトウ ニホン ユウセイ														記入にあたっての留意点：
　①「あなたが経験した」、又は「あなたが関与した」建築プロジェクトを想像して、ご回答ください。実プロジェクトでも仮想プロジェクトでも構いません。
　②まず、回答者の概要について、あなたの立場、プロジェクトの建物用途、延床面積、立地（所在地）について、ご回答ください。
　③次に、発注者評価の回答について、「チェック欄」に「○」又は「×」で、ご回答ください。
　④たとえば、通し番号１の設問「立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。」に対し、あなたのプロジェクトが貢献していると思えば「○」を、貢献していないと思えば「×」をおつけください。
　⑤設問は全部で90項目あります。すべての項目をご回答ください。また、調査に対するコメントがありましたら、自由意見欄へご記入ください。
　⑥調査の回収は、出口で受付へお渡しください。
　⑦ご回答いただいた資料は、発注者問題小委員会の内部資料として、公開する予定はありません。 キニュウ リュウイテン ケイケン マタ カンヨ ケンチク ソウゾウ カイトウ ジツ カソウ カマ カイトウ シャ ガイヨウ ショザイチ ツギ ハッチュウシャ ヒョウカ カイトウ ラン マタ カイトウ トオ バンゴウ セツモン リッチ ドクジセイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン タイ コウケン オモ コウケン オモ セツモン ゼンブ コウモク コウモク カイトウ チョウサ タイ ジユウ イケン ラン キニュウ チョウサ カイシュウ デグチ ウケツケ ワタ カイトウ シリョウ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ ナイブ シリョウ コウカイ ヨテイ



				■回答者の概要（該当する個所を○で囲んでください。） カイトウ シャ ガイヨウ ガイトウ カショ カコ

				■回答者のお立場：
　　発注者、設計者、監理者、施工者、利用者（入居者等）、その他

■建物用途：
　　事務所（テナント・一棟利用）商業・小売（テナント・一棟利用）、共同住宅（分譲・賃貸）ホテル、病院、公共施設、その他

■延床面積　：３千㎡未満、３千超ー１万㎡未満、１万ー３万㎡未満、３万㎡超
														■立地について（総務省の分類による）
【大都市圏】
札幌市、仙台市、新潟市、東京特別区　関東政令指定都市（千葉・さいたま・横浜・川崎・相模原）、
静岡市・浜松市、名古屋市、大阪市・堺市・京都市・神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市
【その他の都市圏】：宇都宮市、松山市、熊本市、鹿児島市
【上記以外の市町村】⇒【　　　　　　　　　】



				■発注者評価（自己採点チェックシート）チェック欄 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン ラン

				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ

														チェック欄
「○」or「×」 ラン														チェック欄
「○」or「×」 ラン

														「○」or「×」														「○」or「×」

				１　地域貢献 チイキ コウケン				15						13				４　発注・契約 ハッチュウ ケイヤク				15						13

						景観、まちづくり ケイカン		5		1		立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 リッチ ドクジ セイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン		○						発注・契約の基本的スタンス ハッチュウ ケイヤク キホンテキ		5		46		民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。 ミンカン キュウ ヨン カイ レンゴウ キョウテイ コウジ ウケオイ ケイヤク ヤッカン セイシン ソンチョウ ケイヤク オコナ		○

										2		路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 ロセン カカク ヒョウカ リッチ シュウヘン シサン カチ コウジョウ コウケン		○										47		すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。 ケイヤク ジョウケン ジゼン ジュチュウ ヨテイシャ タイ テイジ		○

										3		ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 セッキョクテキ サイヨウ		○										48		支払条件は出来高支払いに準じている。 シハライ ジョウケン デキダカ シハラ ジュン		×

										4		緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 リョクチ ホドウ セイビ リョウコウ コウケン		○										49		価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。 カカク コウキトウ テキセイ ハイリョ サンコウ カカク サンコウ コウキ コンキョ シリョウ ソナ		○

										5		利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 センヨウ マタ キツエン		○										50		独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。 ドクジ セキサン コウチク ウンヨウ カカク テキセイ ハイリョ		○

						地域の防災性・利便性 チイキ ボウサイセイ リベンセイ		4		6		利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 タクジショ トウ ユウチ		○						発注者責任 ハッチュウシャ セキニン		4		51		工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。 コウジ クブン ジギョウ ホウシン メイブンカ ケイヤク ケントウ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ		○

										7		歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 ホドウ コウカイ クウチ シキチ シュウヘン ホコウシャ コウツウ エンカツカ		○										52		発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。 ハッチュウ サキ センテイ ケイヤク サイ トウメイセイ カクホ ツト		○

										8		利用者当り一定割合の駐輪場を提供している		○										53		「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。 シタウケホウ リカイ		○

										9		周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 シュウヘン チイキ ボウサイセイ コウジョウ ボウサイ ビチク ソウコ テイキョウ キタク コンナン シャ イチジ ウ イ トウ コウケン		○										54		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ シタガ ホウテイ フクリ ヒ フク キンガク ケイヤク		×

						地域貢献 チイキ コウケン		3		10		公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 マタ		○						発注者の体制		3		55		事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。 ジギョウ モクテキ アキ ジギョウ カンケイシャ キョウユウ		○

										11		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。		×										56		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ リカイ		○

										12		立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 リッチ チイキ セイサン ジュウギョウシャ オヨ メン コウケン		×										57		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ		○

						地元への事前説明 ジモト ジゼン セツメイ		2		13		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ		○						発注方法 ハッチュウ ホウホウ		2		58		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ		○

										14		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ		○										59		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ		○

						地元への迷惑防止 ジモト メイワク ボウシ		1		15		工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 サク		○						要求条件 ヨウキュウ ジョウケン		1		60		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ		○

				２　景観・環境 ケイカン カンキョウ				15						13				５　持続可能性 ジゾク カノウセイ				15						15

						自然環境 シゼン カンキョウ		5		16		新たな緑地等の自然環境を提供している。 アラ リョクチ トウ シゼン カンキョウ テイキョウ		○						事業継続（BCP）計画 ジギョウ ケイゾク ケイカク		5		61		災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。 サイガイ ハッセイ ジ ギョウム チュウダン コウリョ ケイカク		○

										17		利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 リヨウシャ アタ イッテイ ワリアイ チュウリンジョウ テイキョウ クルマ リヨウ ヨクセイ		○										62		免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。 メン シン タイシン セイ シン サイヨウ コウゾウ セイノウ コウジョウ ツト シセツ リヨウシャ アンシンカン アタ		○

										18		省エネルギー策を講じている。 ショウ サク コウ		○										63		建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。 タテモノ ウンエイ ジ ショウヒ リョウ シサン コウネツヒ サクゲン サク ジッシ ジギョウ ケイゾクセイ コウジョウ コウケン		○

										19		自然エネルギーの利用を促進している。 シゼン リヨウ ソクシン		×										64		将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。 ショウライ キノウ コウシン ヘンコウ ハイリョ セツビ ケイカク ジョウ コウリョ ケイカク		○

										20		廃熱や中水などを活用している。 チュウ ミズ		○										65		耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。 タイキュウ セイ タカ ザイリョウ セイヒントウ センテイ ココロ		○

						環境評価 カンキョウ ヒョウカ		4		21		第三者による環境評価制度等を利用している。		○						ライフサイクルコスト		4		66		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。 テイゲン ツト ジ モクヒョウ ノ ヒトツ ヒト		○

										22		竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 シュンコウ ゴ シツナイ クウキ カンキョウ サイテイ キジュン シメ		○										67		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。 エイキョウ フカ ケイカク ジ ケントウ カイゼンサク コウ		○

										23		音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 オト カンキョウ イジ キュウオン ボウオン フセ シン トウ タイサク コウ		○										68		予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。 ヨビ ヒン ジュンビ トウ ショウライ ブヒン コウカン イシキ ソナ		○

										24		建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 タテモノ ショウ カツドウ ミ カ デンキ シヨウリョウ ハイシュツ リョウ トウ ジッセン		○										69		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ		○

						グリーン調達 チョウタツ		3		25		環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 オコナ		○						建物管理 タテモノ カンリ		3		70		事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。 ジギョウ ウンエイ ジョウ イジ カンリ ギョウム ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ		○

										26		再利用など、建設廃材の削減策を講じている。		○										71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ		○

										27		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト		×										72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。　⇒　の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ センテイ ツト		○

						ヒートアイランド対策 タイサク		2		28		敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 オクジョウ トウ トウ タテモノ チクネツ ヨクセイ		○						保全計画 ホゼン ケイカク		2		73		必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。 ヒツヨウ オウ タイキュウセイ タカ ザイリョウ セイヒン トウ センテイ ココロ		○

										29		環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。		○										74		竣工時に長期修繕計画案が作成されている。 シュンコウ ジ チョウキ シュウゼン ケイカク アン サクセイ		○

						緑化 リョッカ		1		30		敷地内及び沿道の緑化に努めている。 シキチ ナイ オヨ エンドウ リョッカ ツト		○						修繕計画 シュウゼン ケイカク		1		75		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ		○

				３　品質 ヒンシツ				15						13				６　先駆性 センクセイ				15						13

						品質保証 ヒンシツ ホショウ		5		31		施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ ギム		○						先進モデル センシン		5		76		各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。 カクシュ ヒョウショウ セイド オウボ ジュショウトウ ダイ サンシャ タカ ヒョウカ ウ		×

										32		施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ キカン メイキ		○										77		第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。 ダイ サンシャ カンキョウ ヒョウカ セイドトウ カツヨウ タカ ヒョウカ ウ		○

										33		品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。		○										78		新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。 シンブンヤ カイタク ト ク キギョウ キョウドウ セイヒン サイヨウ ツウ テイキョウ		○

										34		品質確保のための社内規定等が整えられている。 ヒンシツ カクホ シャナイ キテイ トウ トトノ		○										79		事業手法について先進的なモデルを採用している。 ジギョウ シュホウ センシンテキ サイヨウ		○

										35		施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 セコウ ジ ヒンシツ イジ シュンコウ ゴ シセツ カンリ タイセイ トトノ		○										80		事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。 ジギョウ ケイカク シセツ ウンヨウトウ センシンテキ サイヨウ		○

						瑕疵担保 カシ タンポ		4		36		瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ タイセイ オヨ ジッシ ヨウリョウ トウ トトノ		○						デザイン		4		81		デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 セイ ケイカン ガイカン ナイブ クウカン センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										37		瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ ケンサ カン キテイ ケイヤクショ トトノ		○										82		安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 アンゼン セイ ボウサイ ボウハン タイシン ケンザイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										38		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。		○										83		快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 カイテキ セイ クウキ カンキョウ シツオン カンキョウ オンキョウ チョウボウ シゼン サイコウ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										39		瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 カシ タンポ ホショウ リコウ ホ リュウホキン ホケン トウ シク トトノ		○										84		機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 キノウ セイ ショウ ショウシゲン セイギョ ホウホウ カヘンセイ タイキュウ セイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

						品質管理 ヒンシツ カンリ		3		40		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ		×						性能 セイノウ		3		85		環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 カンキョウ ホゴ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○

										41		保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 ヒンシツ イホウセイ カンリ セキニンシャ ニンメイ		○										86		地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 チイキ ボウサイ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○

										42		契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 ケイヤク リコウ ケンサ タイセイ ヨウキュウ セイノウ シケン ケンサ ホウホウ カンケイシャ ゴウイ		○										87		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ		×

						検査体制 ケンサ タイセイ		2		43		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。		○						技術開発 ギジュツ カイハツ		2		88		産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。 サンギョウカイ センシンテキ ギジュツ ジツヨウカ ドクジ ト ク		○

										44		瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 テイジ		○										89		合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。 ゴウリカ テキセイ カカク ケイセイ ギジュツ カイハツ テイキョウ ジュチュウシャ アタ		○

						プロジェクト管理 カンリ		1		45		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。		×						資産価値 シサン カチ		1		90		施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 シセツ シサン カチ コウジョウ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○



				自由意見欄：（調査項目及び回答の中で気付いた点がございましたら、各自、自由にご記入ください。） ジユウ イケン ラン チョウサ コウモク オヨ カイトウ ナカ キ ツ テン カクジ ジユウ キニュウ



										69 と　72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ

										71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										↓

										72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。　⇒　の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ センテイ ツト





				あなたのプロジェクトの評価 ヒョウカ

						評価項目 ヒョウカ コウモク		点 テン

				1		地域貢献 チイキ コウケン		13

				2		景観・環境 ケイカン カンキョウ		13

				3		品質 ヒンシツ		13

				4		発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		13

				5		持続可能性 ジゾク カノウセイ		15

				6		先駆性 センクセイ		13
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集計20160203

				発注者評価（自己採点チェクシート）　採点事例 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン サイテン ジレイ																																								作成2016.2.3　Ｖｅｒ1　片田 サクセイ カタダ

										・地域貢献 チイキ コウケン				再開発プロジェクトでは必然的に高得点となった サイカイハツ ヒツゼンテキ コウトクテン														・景観・環境 ケイカン カンキョウ		プロジェクトの規模が大きくなると「景観条例、景観協議」等の規制があり、対応している キボ オオ ケイカン ジョウレイ ケイカン キョウギ トウ キセイ タイオウ

										・先駆性 センクセイ				プロジェクトの規模が大きくないと先駆性まで気が回らない キボ オオ センクセイ キ マワ														・品質 ヒンシツ		自社ブランドとしての基準がある ジシャ キジュン

										・持続可能性 ジゾク カノウセイ				将来的にも自社で持ち続ける建物かどうかによる ショウライテキ ジシャ モ ツヅ タテモノ														・発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		プロジェクトの規模にかかわらず、手続き・手法は同じ キボ テツヅ シュホウ オナ

								※　平均入力時間は1プロジェクト当たり20～40分、項目が定量的でない（評価者による差が出る）、該当しない項目がある（×ではないが、－となり○にはならない）、項目が専門的すぎる（理解できない項目がある） ヘイキン ニュウリョク ジカン ア フン コウモク テイリョウテキ ヒョウカシャ サ デ ガイトウ コウモク コウモク センモンテキ リカイ コウモク

				■再開発ＰＪ サイカイハツ								84点 テン																■再開発ＰＪ サイカイハツ								75点 テン

		虎ノ門ヒルズ トラ モン		Ｎo1																						銀座6 ギンザ		Ｎo5

				　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

																												　工事中 コウジ チュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・ＰＭｒ

				・事務所（ﾃﾅﾝﾄ） ジム ショ																								・商業 ショウギョウ

				　　商業・共同住宅・ﾎﾃﾙ ショウギョウ キョウドウ ジュウタク																								・3万㎡超 マン チョウ

				・3万㎡超 マン チョウ																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				■再開発ＰＪ サイカイハツ								80点 テン																■新築（共同事業） シンチク キョウドウ ジギョウ								81点 テン

		ｱｰｸﾋﾙｽﾞ		Ｎo2																						29Ｂ		Ｎo6

		ｻｳｽﾀﾜｰ		　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

																												　設計中 セッケイチュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・事務所・商業 ジム ショ ショウギョウ																								・事務所・商業 ジム ショ ショウギョウ

				・3万㎡超 マン チョウ																								・1万-3万㎡未満 マン ヨロズ ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				■展示場 テンジジョウ								45点 テン																■再開発ＰＪ サイカイハツ								62点 テン

		656ｽﾇｰﾋﾟｰ		Ｎo3																						アエル松山 マツヤマ		Ｎo7

				　工事中 コウジチュウ																								　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・暫定利用（展示場） ザンテイ リヨウ テンジジョウ																								・事務所・ホテル ジム ショ

				・3千㎡未満 セン ミマン																								・1万-3万㎡未満 マン ヨロズ ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・松山市 マツヤマシ

				■暫定利用カフェ ザンテイ リヨウ								38点 テン																■ギャラリー								57点 テン

		たばこﾋﾞﾙ跡 アト		Ｎo4																						665		Ｎo8

		暫定利用ｶﾌｪ ザンテイ リヨウ		　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ																						ギャラリー

																												　工事中 コウジチュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・暫定利用（カフェ） ザンテイ リヨウ																								・ギャラリー

				・3千㎡未満 セン ミマン																								・3千㎡未満 セン ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク



・大規模ＰＪ（ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ）のため、全項目とも高得点となった
・15点満点の項目もある

・暫定利用のため低評価項目がある
・暫定利用でも「持続可能性」「発注・契約」の項目は高得点

・暫定利用のため低評価項目がある
・暫定利用でも「品質」「発注・契約」の項目は高得点

・ＰＭｒとしての評価
・自社ブランドと比べ「品質」の評価が高くない

・10年間の利用を前提にＳ造ｱｽﾛｯｸであり、既存の一般的な工法のため、「先駆性」の評価が低い

・他社との共同事業ではあるが、弊社グレード同等の要求水準となった

・大規模ＰＪ（ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ）のため、全項目とも高得点となった
・15点満点の項目もある

・先駆性、景観・環境の点数は高くない

採点結果　分析
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Sheet3

				■発注者評価（自己採点チェックシート）　採点結果　整理 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン サイテン ケッカ セイリ

																						作成2016.2.5 サクセイ

				（1）　2016.2.3　委員が持ち寄った自己評価事例（19件）を一覧表に整理 イイン モ ヨ ジコ ヒョウカ ジレイ ケン イチラン ヒョウ セイリ

				（2）　一覧表は、得点順　と　担当者別　の2種類 イチラン ヒョウ トクテン ジュン タントウシャ ベツ シュルイ

				（3）　全プロジェクトで　”○”　となったのは　通し番号　13、14、57、58、59、60　の6項目 ゼン トオ バンゴウ コウモク

						【通し番号】 トオ バンゴウ				【評価項目】 ヒョウカ コウモク

						13		・		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ

						14		・		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ

						57		・		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ

						58		・		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ

						59		・		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ

						60		・		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ





				（4）　”○”　が少なかった（6件以下）は、通し番号　11、27、40、45、87　の5項目 スク ケン イカ トオ バンゴウ コウモク

						【通し番号】 トオ バンゴウ				【評価項目】 ヒョウカ コウモク

						11		・		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。												（6件） ケン

						27		・		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト												（1件） ケン

						40		・		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ												（3件） ケン

						45		・		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。												（3件） ケン

						87		・		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ												（6件） ケン



				事例　19件　の　中項目別　平均点は ジレイ ケン チュウ コウモク ベツ ヘイキンテン

														（最低点 サイテイ テン		～		最高点） サイコウテン

						1				地域貢献 チイキ コウケン		11　点 テン		（5　点 テン		～		15点） テン

						2				景観・環境 ケイカン カンキョウ		10　点 テン		（1　点 テン		～		14点） テン

						3				品質 ヒンシツ		11　点 テン		（6　点 テン		～		15点） テン

						4				発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		14　点 テン		（11　点 テン		～		15点） テン

						5				持続可能性 ジゾク カノウセイ		13　点 テン		（5　点 テン		～		15点） テン

						6				先駆性 センクセイ		10　点 テン		（2　点 テン		～		15点） テン

										合計 ゴウケイ		69　点　　（満点は　90点） テン マンテン テン
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発注者評価シート

				■発注者評価（自己採点チェックシート）チェック欄 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン ラン

				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ

														チェック欄
「○」or「×」 ラン														チェック欄
「○」or「×」 ラン

														「○」or「×」														「○」or「×」

				１　地域貢献 チイキ コウケン				15						0				４　発注・契約 ハッチュウ ケイヤク				15						0

						景観、まちづくり ケイカン		5		1		立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 リッチ ドクジ セイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン								発注・契約の基本的スタンス ハッチュウ ケイヤク キホンテキ		5		46		民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。 ミンカン キュウ ヨン カイ レンゴウ キョウテイ コウジ ウケオイ ケイヤク ヤッカン セイシン ソンチョウ ケイヤク オコナ

										2		路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 ロセン カカク ヒョウカ リッチ シュウヘン シサン カチ コウジョウ コウケン												47		すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。 ケイヤク ジョウケン ジゼン ジュチュウ ヨテイシャ タイ テイジ

										3		ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 セッキョクテキ サイヨウ												48		支払条件は出来高支払いに準じている。 シハライ ジョウケン デキダカ シハラ ジュン

										4		緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 リョクチ ホドウ セイビ リョウコウ コウケン												49		価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。 カカク コウキトウ テキセイ ハイリョ サンコウ カカク サンコウ コウキ コンキョ シリョウ ソナ

										5		利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 センヨウ マタ キツエン												50		独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。 ドクジ セキサン コウチク ウンヨウ カカク テキセイ ハイリョ

						地域の防災性・利便性 チイキ ボウサイセイ リベンセイ		4		6		利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 タクジショ トウ ユウチ								発注者責任 ハッチュウシャ セキニン		4		51		工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。 コウジ クブン ジギョウ ホウシン メイブンカ ケイヤク ケントウ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ

										7		歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 ホドウ コウカイ クウチ シキチ シュウヘン ホコウシャ コウツウ エンカツカ												52		発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。 ハッチュウ サキ センテイ ケイヤク サイ トウメイセイ カクホ ツト

										8		利用者当り一定割合の駐輪場を提供している												53		「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。 シタウケホウ リカイ

										9		周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 シュウヘン チイキ ボウサイセイ コウジョウ ボウサイ ビチク ソウコ テイキョウ キタク コンナン シャ イチジ ウ イ トウ コウケン												54		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ シタガ ホウテイ フクリ ヒ フク キンガク ケイヤク

						地域貢献 チイキ コウケン		3		10		公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 マタ								発注者の体制		3		55		事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。 ジギョウ モクテキ アキ ジギョウ カンケイシャ キョウユウ

										11		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。												56		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ リカイ

										12		立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 リッチ チイキ セイサン ジュウギョウシャ オヨ メン コウケン												57		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ

						地元への事前説明 ジモト ジゼン セツメイ		2		13		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ								発注方法 ハッチュウ ホウホウ		2		58		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ

										14		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ												59		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ

						地元への迷惑防止 ジモト メイワク ボウシ		1		15		工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 サク								要求条件 ヨウキュウ ジョウケン		1		60		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ

				２　景観・環境 ケイカン カンキョウ				15						0				５　持続可能性 ジゾク カノウセイ				15						0

						自然環境 シゼン カンキョウ		5		16		新たな緑地等の自然環境を提供している。 アラ リョクチ トウ シゼン カンキョウ テイキョウ								事業継続（BCP）計画 ジギョウ ケイゾク ケイカク		5		61		災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。 サイガイ ハッセイ ジ ギョウム チュウダン コウリョ ケイカク

										17		利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 リヨウシャ アタ イッテイ ワリアイ チュウリンジョウ テイキョウ クルマ リヨウ ヨクセイ												62		免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。 メン シン タイシン セイ シン サイヨウ コウゾウ セイノウ コウジョウ ツト シセツ リヨウシャ アンシンカン アタ

										18		省エネルギー策を講じている。 ショウ サク コウ												63		建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。 タテモノ ウンエイ ジ ショウヒ リョウ シサン コウネツヒ サクゲン サク ジッシ ジギョウ ケイゾクセイ コウジョウ コウケン

										19		自然エネルギーの利用を促進している。 シゼン リヨウ ソクシン												64		将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。 ショウライ キノウ コウシン ヘンコウ ハイリョ セツビ ケイカク ジョウ コウリョ ケイカク

										20		廃熱や中水などを活用している。 チュウ ミズ												65		耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。 タイキュウ セイ タカ ザイリョウ セイヒントウ センテイ ココロ

						環境評価 カンキョウ ヒョウカ		4		21		第三者による環境評価制度等を利用している。								ライフサイクルコスト		4		66		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。 テイゲン ツト ジ モクヒョウ ノ ヒトツ ヒト

										22		竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 シュンコウ ゴ シツナイ クウキ カンキョウ サイテイ キジュン シメ												67		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。 エイキョウ フカ ケイカク ジ ケントウ カイゼンサク コウ

										23		音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 オト カンキョウ イジ キュウオン ボウオン フセ シン トウ タイサク コウ												68		予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。 ヨビ ヒン ジュンビ トウ ショウライ ブヒン コウカン イシキ ソナ

										24		建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 タテモノ ショウ カツドウ ミ カ デンキ シヨウリョウ ハイシュツ リョウ トウ ジッセン												69		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ

						グリーン調達 チョウタツ		3		25		環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 オコナ								建物管理 タテモノ カンリ		3		70		事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。 ジギョウ ウンエイ ジョウ イジ カンリ ギョウム ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										26		再利用など、建設廃材の削減策を講じている。												71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										27		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト												72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ ツト

						ヒートアイランド対策 タイサク		2		28		敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 オクジョウ トウ トウ タテモノ チクネツ ヨクセイ								保全計画 ホゼン ケイカク		2		73		必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。 ヒツヨウ オウ タイキュウセイ タカ ザイリョウ セイヒン トウ センテイ ココロ

										29		環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。												74		竣工時に長期修繕計画案が作成されている。 シュンコウ ジ チョウキ シュウゼン ケイカク アン サクセイ

						緑化 リョッカ		1		30		敷地内及び沿道の緑化に努めている。 シキチ ナイ オヨ エンドウ リョッカ ツト								修繕計画 シュウゼン ケイカク		1		75		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ

				３　品質 ヒンシツ				15						0				６　先駆性 センクセイ				15						0

						品質保証 ヒンシツ ホショウ		5		31		施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ ギム								先進モデル センシン		5		76		各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。 カクシュ ヒョウショウ セイド オウボ ジュショウトウ ダイ サンシャ タカ ヒョウカ ウ

										32		施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ キカン メイキ												77		第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。 ダイ サンシャ カンキョウ ヒョウカ セイドトウ カツヨウ タカ ヒョウカ ウ

										33		品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。												78		新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。 シンブンヤ カイタク ト ク キギョウ キョウドウ セイヒン サイヨウ ツウ テイキョウ

										34		品質確保のための社内規定等が整えられている。 ヒンシツ カクホ シャナイ キテイ トウ トトノ												79		事業手法について先進的なモデルを採用している。 ジギョウ シュホウ センシンテキ サイヨウ

										35		施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 セコウ ジ ヒンシツ イジ シュンコウ ゴ シセツ カンリ タイセイ トトノ												80		事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。 ジギョウ ケイカク シセツ ウンヨウトウ センシンテキ サイヨウ

						瑕疵担保 カシ タンポ		4		36		瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ タイセイ オヨ ジッシ ヨウリョウ トウ トトノ								デザイン		4		81		デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 セイ ケイカン ガイカン ナイブ クウカン センシンテキ ジギョウ ト ク

										37		瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ ケンサ カン キテイ ケイヤクショ トトノ												82		安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 アンゼン セイ ボウサイ ボウハン タイシン ケンザイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

										38		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。												83		快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 カイテキ セイ クウキ カンキョウ シツオン カンキョウ オンキョウ チョウボウ シゼン サイコウ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

										39		瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 カシ タンポ ホショウ リコウ ホ リュウホキン ホケン トウ シク トトノ												84		機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 キノウ セイ ショウ ショウシゲン セイギョ ホウホウ カヘンセイ タイキュウ セイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク

						品質管理 ヒンシツ カンリ		3		40		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ								性能 セイノウ		3		85		環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 カンキョウ ホゴ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン

										41		保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 ヒンシツ イホウセイ カンリ セキニンシャ ニンメイ												86		地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 チイキ ボウサイ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン

										42		契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 ケイヤク リコウ ケンサ タイセイ ヨウキュウ セイノウ シケン ケンサ ホウホウ カンケイシャ ゴウイ												87		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ

						検査体制 ケンサ タイセイ		2		43		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。								技術開発 ギジュツ カイハツ		2		88		産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。 サンギョウカイ センシンテキ ギジュツ ジツヨウカ ドクジ ト ク

										44		瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 テイジ												89		合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。 ゴウリカ テキセイ カカク ケイセイ ギジュツ カイハツ テイキョウ ジュチュウシャ アタ

						プロジェクト管理 カンリ		1		45		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。								資産価値 シサン カチ		1		90		施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 シセツ シサン カチ コウジョウ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン



				あなたのプロジェクトの評価 ヒョウカ

						評価項目 ヒョウカ コウモク		点 テン

				1		地域貢献 チイキ コウケン		0

				2		景観・環境 ケイカン カンキョウ		0

				3		品質 ヒンシツ		0

				4		発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		0

				5		持続可能性 ジゾク カノウセイ		0

				6		先駆性 センクセイ		0



















































地域貢献	景観・環境	品質	発注・契約	持続可能性	先駆性	13	13	13	13	15	13	
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				発注者評価に関する調査へのご協力のお願い ハッチュウシャ ヒョウカ カン チョウサ キョウリョク ネガ												No2												日本建築学会　発注者問題小委員会作成 ニホン ケンチク ガッカイ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ サクセイ

				関係各位
　日本建築学会発注者問題小委員会（建築社会システム委員会）では、建築プロジェクトの発注者を評価する仕組みを導入すべく、「発注者評価マトリックス（案）」を作成しました。今後、皆さんからの試行及びご意見を踏まえて、小委員会提案としてまとめる予定でおります。
　つきましては、発注者のみならず、設計者、施工者、工事監理者、研究者等の立場を超えて、下記の「発注者評価（自己採点チェックシート）案」の回答にご協力頂ければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　発注者問題小委員会　主査　齋藤隆司（日本郵政㈱） カンケイ カクイ ニホン ケンチク ガッカイ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ ケンチク シャカイ イインカイ ケンチク ハッチュウシャ ヒョウカ シク ドウニュウ ハッチュウシャ ヒョウカ アン サクセイ コンゴ ミナ シコウ オヨ イケン フ ショウイインカイ テイアン ヨテイ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ コウジ カンリシャ ケンキュウシャ トウ タチバ コ カキ ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン アン カイトウ キョウリョク イタダ サイワ ハッチュウ モンダイ ショウイインカイ シュサ サイトウ ニホン ユウセイ														記入にあたっての留意点：
　①「あなたが経験した」、又は「あなたが関与した」建築プロジェクトを想像して、ご回答ください。実プロジェクトでも仮想プロジェクトでも構いません。
　②まず、回答者の概要について、あなたの立場、プロジェクトの建物用途、延床面積、立地（所在地）について、ご回答ください。
　③次に、発注者評価の回答について、「チェック欄」に「○」又は「×」で、ご回答ください。
　④たとえば、通し番号１の設問「立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。」に対し、あなたのプロジェクトが貢献していると思えば「○」を、貢献していないと思えば「×」をおつけください。
　⑤設問は全部で90項目あります。すべての項目をご回答ください。また、調査に対するコメントがありましたら、自由意見欄へご記入ください。
　⑥調査の回収は、出口で受付へお渡しください。
　⑦ご回答いただいた資料は、発注者問題小委員会の内部資料として、公開する予定はありません。 キニュウ リュウイテン ケイケン マタ カンヨ ケンチク ソウゾウ カイトウ ジツ カソウ カマ カイトウ シャ ガイヨウ ショザイチ ツギ ハッチュウシャ ヒョウカ カイトウ ラン マタ カイトウ トオ バンゴウ セツモン リッチ ドクジセイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン タイ コウケン オモ コウケン オモ セツモン ゼンブ コウモク コウモク カイトウ チョウサ タイ ジユウ イケン ラン キニュウ チョウサ カイシュウ デグチ ウケツケ ワタ カイトウ シリョウ ハッチュウシャ モンダイ ショウイインカイ ナイブ シリョウ コウカイ ヨテイ



				■回答者の概要（該当する個所を○で囲んでください。） カイトウ シャ ガイヨウ ガイトウ カショ カコ

				■回答者のお立場：
　　発注者、設計者、監理者、施工者、利用者（入居者等）、その他

■建物用途：
　　事務所（テナント・一棟利用）商業・小売（テナント・一棟利用）、共同住宅（分譲・賃貸）ホテル、病院、公共施設、その他

■延床面積　：３千㎡未満、３千超ー１万㎡未満、１万ー３万㎡未満、３万㎡超
														■立地について（総務省の分類による）
【大都市圏】
札幌市、仙台市、新潟市、東京特別区　関東政令指定都市（千葉・さいたま・横浜・川崎・相模原）、
静岡市・浜松市、名古屋市、大阪市・堺市・京都市・神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市
【その他の都市圏】：宇都宮市、松山市、熊本市、鹿児島市
【上記以外の市町村】⇒【　　　　　　　　　】



				■発注者評価（自己採点チェックシート）チェック欄 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン ラン

				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ				評価軸 ヒョウカ ジク		注力する分野 チュウリョク ブンヤ		配点 ハイテン		通し番号 トオ バンゴウ		評価項目 ヒョウカ コウモク		各自 カクジ

														チェック欄
「○」or「×」 ラン														チェック欄
「○」or「×」 ラン

														「○」or「×」														「○」or「×」

				１　地域貢献 チイキ コウケン				15						13				４　発注・契約 ハッチュウ ケイヤク				15						13

						景観、まちづくり ケイカン		5		1		立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。 リッチ ドクジ セイ コウリョ ジゾク カノウセイ コウケン		○						発注・契約の基本的スタンス ハッチュウ ケイヤク キホンテキ		5		46		民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。 ミンカン キュウ ヨン カイ レンゴウ キョウテイ コウジ ウケオイ ケイヤク ヤッカン セイシン ソンチョウ ケイヤク オコナ		○

										2		路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。 ロセン カカク ヒョウカ リッチ シュウヘン シサン カチ コウジョウ コウケン		○										47		すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。 ケイヤク ジョウケン ジゼン ジュチュウ ヨテイシャ タイ テイジ		○

										3		ユニバーサルデザインを積極的に採用する。 セッキョクテキ サイヨウ		○										48		支払条件は出来高支払いに準じている。 シハライ ジョウケン デキダカ シハラ ジュン		×

										4		緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。 リョクチ ホドウ セイビ リョウコウ コウケン		○										49		価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。 カカク コウキトウ テキセイ ハイリョ サンコウ カカク サンコウ コウキ コンキョ シリョウ ソナ		○

										5		利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。 センヨウ マタ キツエン		○										50		独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。 ドクジ セキサン コウチク ウンヨウ カカク テキセイ ハイリョ		○

						地域の防災性・利便性 チイキ ボウサイセイ リベンセイ		4		6		利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。 タクジショ トウ ユウチ		○						発注者責任 ハッチュウシャ セキニン		4		51		工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。 コウジ クブン ジギョウ ホウシン メイブンカ ケイヤク ケントウ ヒツヨウ ジョウホウ テイキョウ		○

										7		歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。 ホドウ コウカイ クウチ シキチ シュウヘン ホコウシャ コウツウ エンカツカ		○										52		発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。 ハッチュウ サキ センテイ ケイヤク サイ トウメイセイ カクホ ツト		○

										8		利用者当り一定割合の駐輪場を提供している		○										53		「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。 シタウケホウ リカイ		○

										9		周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。 シュウヘン チイキ ボウサイセイ コウジョウ ボウサイ ビチク ソウコ テイキョウ キタク コンナン シャ イチジ ウ イ トウ コウケン		○										54		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ シタガ ホウテイ フクリ ヒ フク キンガク ケイヤク		×

						地域貢献 チイキ コウケン		3		10		公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。 マタ		○						発注者の体制		3		55		事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。 ジギョウ モクテキ アキ ジギョウ カンケイシャ キョウユウ		○

										11		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。		×										56		「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。 ハッチュウシャ ジュチュウシャ カン ケンセツギョウ ホウ レイ ジュンシュ ヘイセイ ネン ガツ コクド コウツウショウ リカイ		○

										12		立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。 リッチ チイキ セイサン ジュウギョウシャ オヨ メン コウケン		×										57		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ		○

						地元への事前説明 ジモト ジゼン セツメイ		2		13		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ		○						発注方法 ハッチュウ ホウホウ		2		58		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ		○

										14		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ		○										59		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ		○

						地元への迷惑防止 ジモト メイワク ボウシ		1		15		工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。 サク		○						要求条件 ヨウキュウ ジョウケン		1		60		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ		○

				２　景観・環境 ケイカン カンキョウ				15						13				５　持続可能性 ジゾク カノウセイ				15						15

						自然環境 シゼン カンキョウ		5		16		新たな緑地等の自然環境を提供している。 アラ リョクチ トウ シゼン カンキョウ テイキョウ		○						事業継続（BCP）計画 ジギョウ ケイゾク ケイカク		5		61		災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。 サイガイ ハッセイ ジ ギョウム チュウダン コウリョ ケイカク		○

										17		利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。 リヨウシャ アタ イッテイ ワリアイ チュウリンジョウ テイキョウ クルマ リヨウ ヨクセイ		○										62		免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。 メン シン タイシン セイ シン サイヨウ コウゾウ セイノウ コウジョウ ツト シセツ リヨウシャ アンシンカン アタ		○

										18		省エネルギー策を講じている。 ショウ サク コウ		○										63		建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。 タテモノ ウンエイ ジ ショウヒ リョウ シサン コウネツヒ サクゲン サク ジッシ ジギョウ ケイゾクセイ コウジョウ コウケン		○

										19		自然エネルギーの利用を促進している。 シゼン リヨウ ソクシン		×										64		将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。 ショウライ キノウ コウシン ヘンコウ ハイリョ セツビ ケイカク ジョウ コウリョ ケイカク		○

										20		廃熱や中水などを活用している。 チュウ ミズ		○										65		耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。 タイキュウ セイ タカ ザイリョウ セイヒントウ センテイ ココロ		○

						環境評価 カンキョウ ヒョウカ		4		21		第三者による環境評価制度等を利用している。		○						ライフサイクルコスト		4		66		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。 テイゲン ツト ジ モクヒョウ ノ ヒトツ ヒト		○

										22		竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。 シュンコウ ゴ シツナイ クウキ カンキョウ サイテイ キジュン シメ		○										67		ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。 エイキョウ フカ ケイカク ジ ケントウ カイゼンサク コウ		○

										23		音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。 オト カンキョウ イジ キュウオン ボウオン フセ シン トウ タイサク コウ		○										68		予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。 ヨビ ヒン ジュンビ トウ ショウライ ブヒン コウカン イシキ ソナ		○

										24		建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。 タテモノ ショウ カツドウ ミ カ デンキ シヨウリョウ ハイシュツ リョウ トウ ジッセン		○										69		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ		○

						グリーン調達 チョウタツ		3		25		環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。 オコナ		○						建物管理 タテモノ カンリ		3		70		事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。 ジギョウ ウンエイ ジョウ イジ カンリ ギョウム ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ		○

										26		再利用など、建設廃材の削減策を講じている。		○										71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ		○

										27		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト		×										72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。　⇒　の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ センテイ ツト		○

						ヒートアイランド対策 タイサク		2		28		敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。 オクジョウ トウ トウ タテモノ チクネツ ヨクセイ		○						保全計画 ホゼン ケイカク		2		73		必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。 ヒツヨウ オウ タイキュウセイ タカ ザイリョウ セイヒン トウ センテイ ココロ		○

										29		環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。		○										74		竣工時に長期修繕計画案が作成されている。 シュンコウ ジ チョウキ シュウゼン ケイカク アン サクセイ		○

						緑化 リョッカ		1		30		敷地内及び沿道の緑化に努めている。 シキチ ナイ オヨ エンドウ リョッカ ツト		○						修繕計画 シュウゼン ケイカク		1		75		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ		○

				３　品質 ヒンシツ				15						13				６　先駆性 センクセイ				15						13

						品質保証 ヒンシツ ホショウ		5		31		施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ ギム		○						先進モデル センシン		5		76		各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。 カクシュ ヒョウショウ セイド オウボ ジュショウトウ ダイ サンシャ タカ ヒョウカ ウ		×

										32		施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。 シセツ ケンチク カクブイ セイゾウシャ セコウシャ ヒンシツ ホショウ キカン メイキ		○										77		第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。 ダイ サンシャ カンキョウ ヒョウカ セイドトウ カツヨウ タカ ヒョウカ ウ		○

										33		品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。		○										78		新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。 シンブンヤ カイタク ト ク キギョウ キョウドウ セイヒン サイヨウ ツウ テイキョウ		○

										34		品質確保のための社内規定等が整えられている。 ヒンシツ カクホ シャナイ キテイ トウ トトノ		○										79		事業手法について先進的なモデルを採用している。 ジギョウ シュホウ センシンテキ サイヨウ		○

										35		施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。 セコウ ジ ヒンシツ イジ シュンコウ ゴ シセツ カンリ タイセイ トトノ		○										80		事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。 ジギョウ ケイカク シセツ ウンヨウトウ センシンテキ サイヨウ		○

						瑕疵担保 カシ タンポ		4		36		瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ タイセイ オヨ ジッシ ヨウリョウ トウ トトノ		○						デザイン		4		81		デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 セイ ケイカン ガイカン ナイブ クウカン センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										37		瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。 カシ タンポ キカン チュウ ハッチュウシャ セッケイシャ セコウシャ ケンサ カン キテイ ケイヤクショ トトノ		○										82		安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 アンゼン セイ ボウサイ ボウハン タイシン ケンザイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										38		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。		○										83		快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 カイテキ セイ クウキ カンキョウ シツオン カンキョウ オンキョウ チョウボウ シゼン サイコウ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

										39		瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。 カシ タンポ ホショウ リコウ ホ リュウホキン ホケン トウ シク トトノ		○										84		機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。 キノウ セイ ショウ ショウシゲン セイギョ ホウホウ カヘンセイ タイキュウ セイ トウ センシンテキ ジギョウ ト ク		○

						品質管理 ヒンシツ カンリ		3		40		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ		×						性能 セイノウ		3		85		環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 カンキョウ ホゴ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○

										41		保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。 ヒンシツ イホウセイ カンリ セキニンシャ ニンメイ		○										86		地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 チイキ ボウサイ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○

										42		契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。 ケイヤク リコウ ケンサ タイセイ ヨウキュウ セイノウ シケン ケンサ ホウホウ カンケイシャ ゴウイ		○										87		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ		×

						検査体制 ケンサ タイセイ		2		43		設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。		○						技術開発 ギジュツ カイハツ		2		88		産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。 サンギョウカイ センシンテキ ギジュツ ジツヨウカ ドクジ ト ク		○

										44		瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。 テイジ		○										89		合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。 ゴウリカ テキセイ カカク ケイセイ ギジュツ カイハツ テイキョウ ジュチュウシャ アタ		○

						プロジェクト管理 カンリ		1		45		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。		×						資産価値 シサン カチ		1		90		施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。 シセツ シサン カチ コウジョウ シ センクテキ ギジュツ セイノウ サイヨウ フキュウ コウケン		○



				自由意見欄：（調査項目及び回答の中で気付いた点がございましたら、各自、自由にご記入ください。） ジユウ イケン ラン チョウサ コウモク オヨ カイトウ ナカ キ ツ テン カクジ ジユウ キニュウ



										69 と　72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ フサワ ケンザイ トウ センテイ

										71		事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。 ジギョウ ウエ タイヨウ ネンスウ ソウテイ ケイカク ヨ ジョウケン シメ

										↓

										72		事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。　⇒　の選定に努めている。 ジギョウ ウエ ヒツヨウ タイヨウ ネンスウ ソウオウ ケンザイトウ センテイ センテイ ツト





				あなたのプロジェクトの評価 ヒョウカ

						評価項目 ヒョウカ コウモク		点 テン

				1		地域貢献 チイキ コウケン		13

				2		景観・環境 ケイカン カンキョウ		13

				3		品質 ヒンシツ		13

				4		発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		13

				5		持続可能性 ジゾク カノウセイ		15

				6		先駆性 センクセイ		13
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				発注者評価（自己採点チェクシート）　採点事例 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン サイテン ジレイ																																								作成2016.2.3　Ｖｅｒ1　片田 サクセイ カタダ

										・地域貢献 チイキ コウケン				再開発プロジェクトでは必然的に高得点となった サイカイハツ ヒツゼンテキ コウトクテン														・景観・環境 ケイカン カンキョウ		プロジェクトの規模が大きくなると「景観条例、景観協議」等の規制があり、対応している キボ オオ ケイカン ジョウレイ ケイカン キョウギ トウ キセイ タイオウ

										・先駆性 センクセイ				プロジェクトの規模が大きくないと先駆性まで気が回らない キボ オオ センクセイ キ マワ														・品質 ヒンシツ		自社ブランドとしての基準がある ジシャ キジュン

										・持続可能性 ジゾク カノウセイ				将来的にも自社で持ち続ける建物かどうかによる ショウライテキ ジシャ モ ツヅ タテモノ														・発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		プロジェクトの規模にかかわらず、手続き・手法は同じ キボ テツヅ シュホウ オナ

								※　平均入力時間は1プロジェクト当たり20～40分、項目が定量的でない（評価者による差が出る）、該当しない項目がある（×ではないが、－となり○にはならない）、項目が専門的すぎる（理解できない項目がある） ヘイキン ニュウリョク ジカン ア フン コウモク テイリョウテキ ヒョウカシャ サ デ ガイトウ コウモク コウモク センモンテキ リカイ コウモク

				■再開発ＰＪ サイカイハツ								84点 テン																■再開発ＰＪ サイカイハツ								75点 テン

		虎ノ門ヒルズ トラ モン		Ｎo1																						銀座6 ギンザ		Ｎo5

				　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

																												　工事中 コウジ チュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・ＰＭｒ

				・事務所（ﾃﾅﾝﾄ） ジム ショ																								・商業 ショウギョウ

				　　商業・共同住宅・ﾎﾃﾙ ショウギョウ キョウドウ ジュウタク																								・3万㎡超 マン チョウ

				・3万㎡超 マン チョウ																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				■再開発ＰＪ サイカイハツ								80点 テン																■新築（共同事業） シンチク キョウドウ ジギョウ								81点 テン

		ｱｰｸﾋﾙｽﾞ		Ｎo2																						29Ｂ		Ｎo6

		ｻｳｽﾀﾜｰ		　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

																												　設計中 セッケイチュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・事務所・商業 ジム ショ ショウギョウ																								・事務所・商業 ジム ショ ショウギョウ

				・3万㎡超 マン チョウ																								・1万-3万㎡未満 マン ヨロズ ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク

				■展示場 テンジジョウ								45点 テン																■再開発ＰＪ サイカイハツ								62点 テン

		656ｽﾇｰﾋﾟｰ		Ｎo3																						アエル松山 マツヤマ		Ｎo7

				　工事中 コウジチュウ																								　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・暫定利用（展示場） ザンテイ リヨウ テンジジョウ																								・事務所・ホテル ジム ショ

				・3千㎡未満 セン ミマン																								・1万-3万㎡未満 マン ヨロズ ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・松山市 マツヤマシ

				■暫定利用カフェ ザンテイ リヨウ								38点 テン																■ギャラリー								57点 テン

		たばこﾋﾞﾙ跡 アト		Ｎo4																						665		Ｎo8

		暫定利用ｶﾌｪ ザンテイ リヨウ		　新築（竣工済み） シンチク シュンコウ ズ																						ギャラリー

																												　工事中 コウジチュウ

				・発注者 ハッチュウシャ																								・発注者 ハッチュウシャ

				・暫定利用（カフェ） ザンテイ リヨウ																								・ギャラリー

				・3千㎡未満 セン ミマン																								・3千㎡未満 セン ミマン

				・東京特別区 トウキョウ トクベツク																								・東京特別区 トウキョウ トクベツク



・大規模ＰＪ（ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ）のため、全項目とも高得点となった
・15点満点の項目もある

・暫定利用のため低評価項目がある
・暫定利用でも「持続可能性」「発注・契約」の項目は高得点

・暫定利用のため低評価項目がある
・暫定利用でも「品質」「発注・契約」の項目は高得点

・ＰＭｒとしての評価
・自社ブランドと比べ「品質」の評価が高くない

・10年間の利用を前提にＳ造ｱｽﾛｯｸであり、既存の一般的な工法のため、「先駆性」の評価が低い

・他社との共同事業ではあるが、弊社グレード同等の要求水準となった

・大規模ＰＪ（ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ）のため、全項目とも高得点となった
・15点満点の項目もある

・先駆性、景観・環境の点数は高くない

採点結果　分析
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Sheet3

				■発注者評価（自己採点チェックシート）　採点結果　整理 ハッチュウシャ ヒョウカ ジコ サイテン サイテン ケッカ セイリ

																						作成2016.2.5 サクセイ

				（1）　2016.2.3　委員が持ち寄った自己評価事例（19件）を一覧表に整理 イイン モ ヨ ジコ ヒョウカ ジレイ ケン イチラン ヒョウ セイリ

				（2）　一覧表は、得点順　と　担当者別　の2種類 イチラン ヒョウ トクテン ジュン タントウシャ ベツ シュルイ

				（3）　全プロジェクトで　”○”　となったのは　通し番号　13、14、57、58、59、60　の6項目 ゼン トオ バンゴウ コウモク

						【通し番号】 トオ バンゴウ				【評価項目】 ヒョウカ コウモク

						13		・		周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 シュウヘン ジュウミン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ

						14		・		関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。 カンケイ キカン ジゼン ジギョウ ケイカク トウ セツメイ チョウセイ オコナ

						57		・		契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。 ケイヤク ナイヨウ ヘンコウ ショウ バアイ テキセツ デンタツ ホウホウ ケイヤク ヘンコウ ホウホウ カンケイシャ カン ゴウイ

						58		・		事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。 ジギョウ モクテキ オウ サイテキ ハッチュウ ケイヤク ホウシキ ケントウ

						59		・		適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。 テキセツ ハッチュウ ケイヤク ヘンコウ オコナ ヒツヨウ キカン カクホ

						60		・		事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。 ジギョウ ケイカク リツアン チャクシュ サキダ ケイカク ヨ ジョウケン メイブンカ





				（4）　”○”　が少なかった（6件以下）は、通し番号　11、27、40、45、87　の5項目 スク ケン イカ トオ バンゴウ コウモク

						【通し番号】 トオ バンゴウ				【評価項目】 ヒョウカ コウモク

						11		・		近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。												（6件） ケン

						27		・		建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。 ケンザイ トウ チサンチショウ コクサン ヒン トウ サイヨウ ツト												（1件） ケン

						40		・		事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。 ヒンシツ ジョゲン ガイブ センモンカ ニンメイ												（3件） ケン

						45		・		事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。												（3件） ケン

						87		・		優良受注者の評価基準を設けている。 ユウリョウ ジュチュウシャ ヒョウカ キジュン モウ												（6件） ケン



				事例　19件　の　中項目別　平均点は ジレイ ケン チュウ コウモク ベツ ヘイキンテン

														（最低点 サイテイ テン		～		最高点） サイコウテン

						1				地域貢献 チイキ コウケン		11　点 テン		（5　点 テン		～		15点） テン

						2				景観・環境 ケイカン カンキョウ		10　点 テン		（1　点 テン		～		14点） テン

						3				品質 ヒンシツ		11　点 テン		（6　点 テン		～		15点） テン

						4				発注・契約 ハッチュウ ケイヤク		14　点 テン		（11　点 テン		～		15点） テン

						5				持続可能性 ジゾク カノウセイ		13　点 テン		（5　点 テン		～		15点） テン

						6				先駆性 センクセイ		10　点 テン		（2　点 テン		～		15点） テン

										合計 ゴウケイ		69　点　　（満点は　90点） テン マンテン テン





Sheet1





image1.emf

評価項目点


1地域貢献13


2景観・環境13


3品質13


4発注・契約13


5持続可能性15


6先駆性13


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性




image2.emf

評価項目点


1地域貢献5


2景観・環境7


3品質6


4発注・契約15


5持続可能性11


6先駆性1


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性




image3.emf

評価項目点


1地域貢献6


2景観・環境1


3品質13


4発注・契約13


5持続可能性5


6先駆性0


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性




image4.emf

評価項目点


1地域貢献13


2景観・環境12


3品質9


4発注・契約15


5持続可能性15


6先駆性11


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性




image5.emf

評価項目点


1地域貢献9


2景観・環境11


3品質12


4発注・契約14


5持続可能性11


6先駆性0


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性




image6.emf

評価項目点


1地域貢献12


2景観・環境13


3品質13


4発注・契約14


5持続可能性15


6先駆性14


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性




image7.emf

評価項目点


1地域貢献14


2景観・環境13


3品質13


4発注・契約14


5持続可能性15


6先駆性15


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性




image8.emf

評価項目点


1地域貢献11


2景観・環境5


3品質13


4発注・契約15


5持続可能性11


6先駆性7


03691215


地域貢献景観・環境品質発注・契約持続可能性先駆性






24

発注者評価マトリックス簡略ベース案（2013年11月2日）

(A)社会一般
都市文化、経済への影響

(B)建築産業
産業活動、ものづくり、誇り

（C)所有者・管理者
資産価値、維持しやすさ

(D)使用者
利用価値、安全等の確保

i)単体・内部空間
安全、快適、機能

コンプライアンス
デザイン性・安全性・快適性・機能性の先
進的モデル提供
UDの普及・推進

産業界の先進的技術活用
先導的性能による生産従事者への誇り提
供
新分野開拓のインセンティブ提供

先導的性能による資産価値提供
先導的性能による所有者への誇り提供
エビデンスとしての情報提供
維持・管理の容易さ提供

先導的性能の生活・活動空間提供
情報提供による上位の安心感提供

ii)都市・社会的側面
公益性、公共性、景
観、文化

コンプライアンス
都市地域の利便性・公益性・共同性配慮
自然環境・景観・街並みの調和配慮
建築文化・都市地域文化配慮
新たな景観・街並みの創出
地域の活性化
他業界への好影響

地域貢献による生産従事者への誇りの提
供
産業界の先導的技術活用
新分野開拓のインセンティブ提供

地域貢献による所有者への誇り提供
景観・文化配慮による資産価値提供
維持・管理の容易さ提供

防災性・利便性・景観・文化等との調和に
優れた質の高い都市空間提供
質の高い自然環境提供

iii)持続可能性
長期耐用性、環境負荷
軽減

環境性能向上
資産循環性対応
耐用性向上
部品交換・修繕の可能性配慮
用途変更・機能変更のフレキシビリティ配
慮

技術開発普及の機会提供
新分野開拓のインセンティブ提供
持続可能性向上による生産従事者への誇
り提供

長寿命化・負荷低減による資産価値提供
持続可能性向上による所有者への誇り提供
資産運用・維持管理に必要な情報提供
ランニングコスト・ライフサイクルコスト低減

より高次の安全・安心・利便・快適性提供
適切な使用に必要な情報提供

iv)ｱﾌｫｰﾀﾞﾋﾞﾘﾃｨ
価格妥当性、低廉性、
入手可能性

合理化、適正価格形成の要求事項適正
化
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格形成の技術開発のイン
センティブ

合理化・適正価格による高コストパフォーマン
ス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

合理化、適正価格による高コストパフォーマ
ンス建築提供
市場原理を超越した建築タイプ供給

公正な契約条件の設定
発注先選定・契約の透明性確保
環境配慮調達条件設定
市場・経済への貢献
周辺住民・関係機関との適切な事前調整
コンプライアンス
企業理念との整合性確保
適切な官民連携
適切な組織編制・市場調査・リスク管理
事業提案の先進性・妥当性・健全性確保
健全・合理的な事業資金調達
発注先・外部専門家の適切な選定
適切な発注・契約方式選択
適切な敷地確保
適切な品質管理方法選択

要求条件の明確化
発注・契約内容の透明化
適正価格・適正工期配慮
下請業務適正化発注条件設定
適切な発注・契約変更
労働安全などの確保の運営
労働市場の維持
生産合理化への柔軟性提供
発注者・受注者間の対等関係構築
優良受注者の事業参加拡大
新たな事業機会提供
責任体制の明確化
管理会社・販売会社の事業参加早期化
発注者・受注者のパートナーシップ強化

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存
的確な瑕疵保証確保を可能とする発注姿勢
的確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供
収益性の確保

品質保証の確保
修繕・管理履歴情報の保存を可能とする発
注姿勢
明確なｺﾝｾﾌﾟﾄ提供

工事周辺への迷惑防止
ステークホルダーへの意見・民意反映
アカウンタビリティ遂行
リーダーシップ発揮

適切な監理業務遂行
適切な検査遂行
適切なマネジメント業務遂行
発注・契約変更の適切な伝達
リーダーシップ発揮
建築業界の関心反映

所有者の不利益を最小化する
適正な維持管理プロセス設定
所有者の利害・関心反映
契約履行のためのモニタリング体制構築
施工プロセスの的確な記録

使用者の不便さを最小化する
適正な維持管理プロセス設定
使用者の関心・要望反映
契約履行のためのモニタリング体制確保
施工プロセスの的確な記録

発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象

発注者の
意思決
定・姿勢
の対象

（１）建築物特性

（２）発注・契約
役務の調達、資材調達

（３）プロセス
民意の反映、工事中の防災

ご清聴、
ありがとうございました。
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