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平成２８年８月、ＮＨＫは東京・渋谷の放送センター建替に関する基

本計画を公表しました。その後、募集要綱の作成にあたる一方、外部

の専門家による技術審査委員会にチェックをお願いし、このほど要綱

の内容を「適切」とする答申をいただきました。

今後はこの募集要綱をもとに設計・施工業者の選定作業に入ります。

業者の選定にあたっては技術力に加え、建替の原資が受信料である

ことを忘れずにコスト面の審査も重視します。さらに、引き続き技術審

査委員会に業者選定の審議をお願いするなど、高い公平性や透明性、

客観性の確保に努めてまいります。
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Ⅱ.業者募集の概要-①
（１）業者選定までのスケジュール（予定）

・平成29年 6月27日（火） 「募集要綱」の決定・入札公告

・平成29年 6月28日（水） 「募集要綱」の交付開始

・平成29年 7月26日（水） 設計・施工業者の参加申請期限

・平成29年 12月20日（水） 業者からの技術提案書の提出期限

・平成30年 4月 4日（水） 入札書の提出期限

・平成30年 4月 5日（木）または4月8日（日）

業者ヒアリング＆技術提案書の評価および開札

・平成30年 4月10日（火）以降 「落札者」の決定・経営委員会議決後に契約締結

（２）提案を求める事項と発注範囲

・参加業者に情報棟に関して求める提案は、具体的な平面・断面図や新サービスに

対応できる建物設計など。全体に関して求める提案は構造設計や内部空間の考え方。

・落札者には、情報棟の基本設計・実施設計・施工業務やそれに関連する工事のほか、

全体の基本設計および建築確認申請業務までを発注。（５頁参照）
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（３）参加資格

単一企業または共同企業体（設計・施工それぞれ２以下）

（４）今回の発注・契約方式と落札者の決定方法

ⅰ）第Ⅱ期以降の実施設計・施工業務については今回の発注とは分けて発注。

ⅱ）「設計・施工一括発注方式」を採用。

ⅲ）「総合評価落札方式」を採用。

（５）コスト

今回の発注に関する費用（参考額）は６００億円（税抜）。
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「募集要綱内容の審議、

技術提案等の審査及び評価」

第１回技術審査委員会

＜募集要綱内容の審議、

技術提案等の審査及び評価＞

技術審査委員会

技術提案等の評価及び技術

開札・総合評価評価値の算出

落札者の決定

諮問

答申

答申

技術提案書の送付

「募集要綱内容の審議、

技術提案等の審査及び評価」

第１回技術審査委員会

＜募集要綱内容の審議、

技術提案等の審査及び評価＞

募集要綱案の確定

Ｎ Ｈ Ｋ

第８回技術審査委員会

・業者ヒアリングの実施

・技術提案書の審議・採点 等

技術提案等の評価及び技術

開札・総合評価評価値の算出

落札者の決定

諮問

答申

「募集要綱内容の審議、技術提案等
の審査及び評価」について

第１回技術審査委員会

「審査委員会のスケジュール」の確認
「専門家委員会の結論」について意見交換

第２回～第４回技術審査委員会

・発注手法と評価等の進め方について

～積算の手順（予定価格の考え方）

・技術提案評価項目及び評価基準・配点案の審議

・建物構成参考図の説明 等

第５回技術審査委員会

・募集要綱最終案の審議

入札公告

業者から技術提案書受領
第７回技術審査委員会

・技術提案書に関する意見交換

・「予定価格の考え方」の審議 等

技術提案等の評価及び技術評価点

（基礎点+加算点）の確定

開札・総合評価評価値の算出

落札者の決定

諮問

答申

第６回技術審査委員会
・質疑確認

平成29年1月10日

平成29年1月30日

平成29年5月19日

～

平成29年6月16日

平成29年10月頃

平成30年3月頃

平成30年4月上旬

平成29年6月27日

平成29年12月20日

４

募集要綱の作成段階から外部の専門家による「技術審査委員会」でチェックしていただき、業者選定にむけた各
過程においてもその都度「技術審査委員会」での審議をお願いし、公平性や透明性、客観性の確保に努める。

募集開始

経営委員会議決



▼ 参加を希望する業者に提案を求める事項

・具体的な平面・断面図、いかなる災害時にも放送を継続するための技術、新サービスに対応できる建物設計など

・情報棟以降の構造設計の考え方、周辺に配慮した景観計画、創造性を生み出す内部空間の考え方など

▼ 落札者に発注する範囲（第Ⅰ期）

◇第Ⅱ期以降の発注については、将来のＮＨＫのサービス量や社会・経済情勢の変化などにより見直す可能性がある

▼ おもな参加資格

・参加資格は、単一企業または共同企業体（設計・施工それぞれ２以下）

・経営事項審査結果の総合評定値が「建築一式1,500点以上、電気工事1,100点以上、管工事1,100点以上」をすべて満たすこと。

５

※

※ 「経営事項審査」とは、公共工事を請け負う建設業者が必ず受けなければならない経営状況・経営規模等の審査。

国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行い、審査結果を数値化したものが「総合評定値」。

情報棟の具体的な設計や情報棟施工に関わる事業継続対策、工期短縮を求める

全体イメージや設計の考え方を求める

＜事前工事＞

情報棟の基本設計・実施設計
情報棟の施工
全体の基本設計（建築確認申請対応を含む）

＋ふれあいホール解体
コンコース一部解体
地下タンク解体　など



▼ 放送センターの建替工事は長期間におよび、現時点では第Ⅱ期以降の具体的な仕様

が確定せず、全期間を通しての工事価格の見極めが困難なため工期を分けて発注。

以下、工期を分けて発注することによる具体的なメリット。

①将来のNHKのサービス量や内容の変化などに柔軟な対応が可能

②設計・施工者の経営リスクに対応が可能

③発注の度ごとに設計・施工者の最新の技術力や適正コストの選択が可能

ⅰ）第Ⅰ期工事と第Ⅱ期以降に分けて工事を発注

６

※工期を分けて発注した場合の対応策として、第Ⅰ期の請負業者に工事の完了状況を詳細にまとめることをその請負範囲に
定め、リスク管理やインフラ対応等も含めて着実に第Ⅱ期以降の工事に引き継げるように、責任範囲を明確にすることが
必須条件。



▼ 第Ⅰ期工事は、工事期間中の放送継続を確実に行なうことが必須となるため、複雑

なインフラの経路の変更や狭あいな敷地での建築工事など、極めて高度な施工面で

の専門性と施工計画を設計段階から織り込んでおくことが必須となる。

また、これを推進する一貫した責任体制を築くことも重要であり、これらを総合的に勘

案し、基本設計段階から施工会社の技術力が求めることが出来る「設計・施工一括

発注方式」を採用する。

※  本方式の採用にあたっては、外部の有識者で構成する「放送センター建替工事に関する専門家委員会」（13頁参照）
の助言を参考に決定。本方式を採用するにあたり、工事監理については第三者に委託する。

ⅱ）設計・施工一括発注方式を採用

７



ⅲ）総合評価落札方式を採用

技術評価点（（基礎点１００点）＋（加算点１００点満点））
評価値＝

入札価格（億円）

☆ 予定価格以下の者を総合評価の対象者とする。

基礎点と加算点からなる技術評価点を入札価格で割って評価値を求める。

評価値の最も高い者を落札予定者とする。

▽基礎点：要求水準を満たしている場合に得られる点数。

▽加算点：入札参加者から提出された技術提案書を技術審査委員会が評価、そこから得られる点数。

８

▼ コストを重視しながら施工業者の持つ独自の技術やノウハウを工事に反映させるため『総合評価落札方式』を採用。
高度な技術や優れた工夫を含む提案を入札参加者に求め、入札価格と技術提案を総合的に評価したうえで落札者を決定。

※ １０頁参照



▼今回の発注に関する費用は、参考として６００億円（税抜）を募集

要綱に記載。

▼この参考金額はＮＨＫが事業を行なっていくうえでの目安。

▼入札にあたっての予定価格については、客観性を確保するため、

今後第三者に積算を依頼して来春には確定予定。

※ 上記６００億円には放送設備は含まれない。

（将来の放送サービスの内容が不確定であり、現時点では規模や価格が見通せない。
放送設備は、現設備の更新の形で整備を進め、原則従来の設備投資の範囲内で対応する。）

参考額：６００億円（税抜）

９



１０

基本コンセプト
(1)世界を代表する公共メディ アの拠点に
(2)防災・減災報道の拠点に
(3)創造性を生みだす空間に
(4)街づくりとの調和

建替にあたっての方針
(1)一体整備
(2)強靭で長持ちする建物
(3)コストの抑制
(4)NHKホールの継続使用
(5)新しいサービスと働き方を反映
(6)確実な事業継続
(7)公開とセキュリティの両立
(8)スペース有効活用と環境への配慮

基本計画に示した「基本コンセプト」と「建替にあたっての方針」に基づいて「強靭さ」や
「街づくりとの調和」「事業継続」「環境への配慮」などの評価項目を設定、業者の提案
を採点することで基本計画の理念や考え方に沿った業者選定を行なう。

技術提案評価項目について

右の点数は、業者選定に

あたっての総合評価落札

方式の加算点の内訳

NO. 整備の考え方
情報棟設計
及び施工

全体設計 合計

強靭で長持ちする建物

街づくりとの調和

創造性を生み出す空間

事業継続

環境への配慮

工期短縮

合計 75 25

総計
100

設計・施工一括発注技術提案評価項目

23

19

20

19

14

5

15 4

10 4

2 3

21 2

12 7

15 5

建設工期の更なる短縮を
求める

6

強靭で長持ちする建物を
目指す

世界を代表する放送局に
ふさわしく、かつ周囲環境
にも配慮した建物を目指
す

公共メディアの拠点として
新たな価値を視聴者に提
供できる建物を目指す

運用中の建物近接工事
における放送制作・送出
や、電源切替時などの事
業継続の課題を着実に
解決する

ユニバーサルデザイン、
地球環境及び維持管理
を十分考慮した建物とす
る

1

2

3

4

5



▼ 事業継続（BCP）の為のおもな要求水準

・最新のシミュレーション解析を用いた免震構造の採用

・最大瞬間風速100m/sを受けても、損傷のない丈夫な鉄塔

・自家発電用燃料168時間の確保（一週間）

・都市ガス（中圧）引き込み

・防災用井戸の設置（飲料、トイレ用）

・各種インフラ盛換え計画の提示

▼ 現在地建替の為のおもな要求水準

・ＮＨＫの日常の業務運営への影響を軽減するための工事時間、期間の制約

・仮設進入路設置など業務運営・放送継続に必要な措置

Ⅲ.技術評価②

１１

施設整備の要求水準（特徴的な要求水準）



2025年に情報棟の運用開始を目指す。

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ～2025年 2026年～

基本計画

公表

落札者決定方式
技術提案評価項目

要求水準 など

基本設計・実施設計

全体基本設計
情報棟実施設計

東京オリンピック・パラリンピック

運用開始

第Ⅱ期以降

募集要綱

作成

業者選定

提案・審査

業者決定

許認可手続き

風致規制緩和

地区計画変更
日影規制緩和

など

情報棟工事

2025年の運用開始を目指して

１２



▼ ＮＨＫ内に７つのワーキンググループと２つの分科会を設け、放送センター建替基本計画の策定を開始。

平成27年6月9日 渋谷放送センターの現在地での建替を経営決定

１３

平成27年12月1日 『放送センター建替工事に関する専門家委員会』を設置

▼ 業者選定のための入札・契約方式など手続きの進め方に関する諸課題の検討にあたり、客観的・中立的な立場から助言をいただく
ために、外部の有識者で構成する委員会を設置。

▼ 委員会は、弁護士や公認会計士、国土交通省ＯＢなど５名で構成、平成27年12月から平成28年12月まで計５回開催。

平成28年12月1日 『放送センター建替工事に関する技術審査委員会』を設置

平成28年8月30日 「放送センター建替基本計画」を公表

▼ 局内に「建物」「放送機能」「事業継続」の３つの検討プロジェクトと募集要綱作成事務局を設置、基本計画に基づく詳細な検討を開始。

▼ 委員会は、外部の専門家７名で構成、 これまで５回開催し平成29年6月16日に募集要綱についての答申。（４頁参照）

▼ 建築や環境、景観などの専門的観点から業者募集要綱の内容を審議し、そのうえで業者から提案される技術提案書を評価・採点し、
ＮＨＫ担当役員へ答申する委員会を設置。



ＮＨＫは、放送センター建替基本計画をもとに、業者募集の準備段階から業者決定までの過程において、透明性

や公平性、客観性を確保するため、平成２８年１２月に外部の専門家で構成する技術審査委員会を設置。

１４

※ 客観性確保の観点から委員会のメンバーにＮＨＫ側の関係者を入れずに構成。
委員会の審議の概要は、その都度ＮＨＫホームページ上にて公開。

委員名簿 （敬称略）

役職 委員名 現  職  名

委員長 　　深尾　精一 首都大学東京名誉教授

委員長代理 　　射場本　忠彦 東京電機大学常務理事

委員 　　伊藤　香織 東京理科大学教授

委員 　　木下　庸子 建築家／工学院大学教授

委員 　　時田　繁 一般社団法人公共建築協会常務理事

委員 　　松村　秀一 東京大学大学院教授

委員 　　山田　哲 東京工業大学教授

（平成29年6月27日時点）
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