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 北広島市新庁舎建設設計業務に係るプロポーザル提出に関する詳細は次のとおりとする。 

 

 

第1 業務の概要 

1 業務内容 

(1) 委託業務名 新庁舎建設基本設計委託 

  新庁舎建設実施設計委託（平成26年度） 

  新庁舎建設工事の工事監理委託（平成27～29年度） 

(2) 委託期間 【基本設計】 契約締結日から平成26年7月31日まで 

  【実施設計】 基本設計完了後から平成27年3月20日まで（予定） 

  【工事監理】 平成27年7月～平成29年5月（予定） 

(3) 発注者 北広島市長 上 野 正 三 

(4) 委託料 【基本設計】 27,000,000円以内とする（消費税及び地方消費税を除く。） 

【実施設計】 平成26年度北広島市一般会計予算に計上される金額の

範囲内とする 

【工事監理】 平成27～29年度北広島市一般会計予算に計上される金

額の範囲内とする 

(5) 契約 

 市は公募により技術提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした最優秀

者（事故や指名停止等により最優秀者が資格を失った場合などは次点者）を選定し

随意契約の相手方の候補者とする手続きを実施する。 

 また、特に支障が無い限り、新庁舎基本設計委託の受託者を相手方として、実施設

計委託及び工事監理委託について別途、契約を締結することとする。 

 なお、平成26年度以降の予算及び事業計画の修正等により、業務の委託が不可能

になった場合などには、実施設計委託及び工事監理委託を実施しない場合がありま

す。 

(6) 添付資料（プロポーザル提出用参考資料） 

① 位置図（案内図・位置図） 

② 現況図 

③ 地番図 

④ 敷地高低図（1/2500の航空写真測量の精度で作成されているので、実際の測量

と違いが生じる場合があります。） 

⑤ 既存土質調査資料 

⑥ 航空写真 

⑦ 追加土質調査資料（平成25年11月中旬に市ホームページにて掲載予定） 

⑧ 現況測量図（平成25年11月中旬に市ホームページにて掲載予定）  
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2 建設計画 

 北広島市役所庁舎、北広島市保健センター及び北広島市地域子育て支援センターの複

合施設とし、詳細は「北広島市新庁舎建設基本計画」による。 

(1) 敷地の概要 

① 所在地   北海道北広島市中央4丁目2番地1～7、9、11（現庁舎敷地） 

② 敷地面積  15,527.60㎡ 

③ 地域地区  商業地域（建ぺい率80%、容積率400%）、準防火地域 

(2) 想定規模（新庁舎）： 延床面積 概ね9,000㎡～10,000㎡ 

 ※保健センター及び地域子育て支援センター分 約1,100㎡を含む。 

(3) 概算工事費 

 約40億円（建築、外構、解体、第3庁舎改修工事、仮設庁舎費を含む。消費税及び

地方消費税を除く。） 

(4) 建設にあたっての考え方 

新庁舎の建設にあたっては、次の5つの基本的な考え方に基づき整備を行う。 

① 市民が親しみ、利用しやすい庁舎 

② 社会情勢の変化に対応できる、長寿命で柔軟性の高い庁舎 

③ 市民の安心・安全な暮らしを支える拠点となる庁舎 

④ 省エネルギー対策、環境に配慮した庁舎 

⑤ 市民の交流が広がる庁舎 

3 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

 技術提案書の提出者は単体企業又は共同企業体であって、単体企業の要件は（1）、共

同企業体の要件は（2）とし、それぞれいずれにも該当すること。 

(1) 単体企業の要件 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者でな

いこと。 

② 北広島市契約規則（平成15年北広島市規則第12号。）に規定する平成25・26年

度における競争入札等参加資格者名簿において、登録種別「建築設計」に登録

されていること（会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続

開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該登録種別

の再認定を受けていること。）。 

③ 北広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成17年3月2日市長決裁）

第2条第1項の規定による、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

④ 会社更生法による更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

よる再生手続開始の申立てがなされている者（②の再認定を受けた者を除く。）

等経営状態が著しく不健全である者でないこと。  
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⑤ 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者の間に次に掲げる資本関係又は

人的関係がないこと。 

(ｱ) 資本関係 

 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社（会社法（平成17年

法律第86号）第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会

社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法

第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社（以下「更生会社等」とい

う。）である場合を除く。 

(a) 親会社（会社法第2条第4号3の規定による親会社をいう。以下同じ。）と

子会社の関係にある場合 

(b) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係 

 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、（a）については、会社の一方

が更生会社等である場合を除く。 

(a) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(b) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項4又は民

事再生法第64条第2項5の規定により選任された管財人を現に兼ねてい

る場合 

(ｳ) その他公募型プロポーザル方式の適正さが阻害されると認められる場合 

(ア)、(イ)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

⑥ 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の3第1項の規定に基づく一級建築士

事務所登録簿に登録された者であること。 

⑦ 次の条件を満たす業務（平成10年4月1日以降に完了したものに限る。共同企業

体により履行した業務を含む。）の履行実績を元請として有していること。（本社

又は営業所の実績も含む。） 

(ｱ) 構造：RC造又はSRC造 

(ｲ) 規模：延床面積5,000㎡以上 

(ｳ) 業務：市区町村庁舎（一般行政事務に供される執務室及び窓口スペースを

主として有する施設）の新築又は改築に係る設計業務 

(2) 共同企業体の要件 

① 共同企業体の構成員は、（1）の①から⑥までの要件をすべて満たすこと。 

② 北広島市共同企業体取扱要領（平成2年3月23日市長決裁）によること。 

③ 共同企業体の構成員の代表者は（1）の⑦の要件を満たすこと。 

4 業務実施上の条件 

① 管理技術者（※1）及び照査技術者（※2）は一級建築士であること。 

② 記載を求める各主任技術者（※3）は、建築（総合）、建築（構造）、電気設備及び

機械設備の4分野とし、建築（総合）及び建築（構造）分野の主任技術者は、一級

建築士であること。  
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③ 管理技術者、照査技術者及び記載を求める建築（総合）主任技術者は、参加表

明書提出日において、3ヶ月以上継続して提出者の本社又は営業所に常駐して

いる者であること。 

④ 管理技術者、照査技術者及び記載を求める各主任技術者はそれぞれ1名である

こと。 

⑤ 管理技術者が、照査技術者及び記載を求める各主任技術者を兼任していないこ

と。また、記載を求める各主任技術者が記載を求める他の分担業務分野（※4）

の主任技術者を兼任していないこと。 

⑥ 管理技術者及び記載を求める各主任技術者は、原則として市が指定する設計業

務の打合せ等に参加できる者であること。 

⑦ 管理技術者は、平成10年4月1日以降に延床面積が5,000㎡以上の事務所、銀行、

本社ビル、庁舎等の新築又は改築に係る設計業務に管理技術者又は建築（総

合）主任技術者として携わった実績があること。 

⑧ 主たる分担業務分野である建築（総合）分野を再委託しないこと。 

⑨ 応募者は、他の応募者の協力事務所となっていないこと。 

⑩ 業務の一部を再委託する場合には、再委託先の設計者等が、北広島市競争入

札参加資格者指名停止措置要綱第2条第1項の規定による、指名停止の措置を

受けている期間中でないこと。 

⑪ 共同企業体の場合、管理技術者及び照査技術者は、参加表明書提出日におい

て、3ヶ月以上継続して共同企業体の代表者の本社又は営業所に常駐している

者であること。 

⑫ 共同企業体の代表者以外の構成員は、記載を求める各主任技術者の内少なく

とも1名を配置すること。 

⑬ 共同企業体の各構成員は、他の共同企業体の構成員となることはできない。ま

た、共同企業体の各構成員は、単体企業として参加することはできない。 

注： ※1 「管理技術者」とは、「北広島市建設工事執行規則（平成19年5月28日

規則第12号）」第18条の定義による。 

※2 「照査技術者」とは、成果物の内容の技術上の照査を行う者をいう。 

※3 「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当

技術者を総括する役割を担う者をいう。 

※4 記載を求める各主任技術者の分担業務分野の分類は次表による。 

 また、提出者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えない

が、その場合、様式5により当該分野の業務内容及び分野を追加する理

由等を明確にしておくこと。
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 なお、次表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはな

らない。 

分担業務内容 業務内容 

建築（総合） 平成21年国土交通省告示第15号における別添一． 

1設計に関する標準業務一．イ，ロ(1)表中(1)総合 

建築（構造） 同上 一．イ，ロ(1)表中(2)構造 

電気設備 同上 一．イ，ロ(1)表中(3)設備(ⅰ) 

機械設備 同上 一．イ，ロ(1)表中(3)設備(ⅱ)(ⅲ)(ⅳ) 

 

第2 提出先 

 〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 

 北広島市会計室契約課（北広島市役所第3庁舎3階） 

   TEL：011-372-3311（内線869）  FAX：011-372-0888 

    E-mail：keiyaku@city.kitahiroshima.hokkaido.jp 

 

 

第3 共同企業体競争参加資格審査申請書の申請 

 共同企業体としての資格を得ようとする者の申請方法等ついては、北広島市共同企業

体取扱要領に基づき次のとおりとする。 

(1) 申請期間 

平成25年11月1日（金）から平成25年11月18日（月）まで 

午前9時から午後5時まで（土、日曜日及び祝日を除く。） 

(2) 申請方法 

持参することとし、送付又はファクシミリによるものは受け付けない。 

 

 

第4 参加表明書の提出に係る質問の受付及び回答 

1 質問の受付 

(1) 提出方法 

 質問は、書面（書式自由、A4版）を電子メールにより提出し、電話で必ず着信の確

認を行うこと。（質問書に部署、氏名及び電話番号を記載すること。） 

 なお、電話での質問は、軽微な内容のものについても一切受け付けないものとする。 

 （※共同企業体申請書の提出についての質問は、電話等でかまいません。） 

(2) 受付期間 

 平成25年11月1日（金）午前9時から平成25年11月8日（金）午後5時まで 

2 質問の回答 

 質問に対する回答は、平成25年11月12日までに、閲覧室に掲示する。また、合わせて市

ホームページにも掲載する。（URL http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/ ）  
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第5 参加表明書の作成要領 

1 参加表明書の作成要領 

 参加表明書の様式は、様式1-1、様式1-2、様式2～様式5（各A4版）に示すとおりとする。 

2 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

(1) 様式1-1 

 技術提案書の提出方法の希望を記載すること。 

 なお、技術提案書の提出方法の詳細は、第11技術提案書の提出方法等に示すとお

りとする。 

(2) 様式1-2 

① 平成10年4月1日以降に完了した延床面積が5,000㎡以上の市区町村庁舎（一般

行政事務に供される執務室及び窓口スペースを主として有する施設）の新築又

は改築に係る建築設計業務の実績 

② 平成10年4月1日以降に完了した延床面積が5,000㎡以上の事務所、銀行、本社

ビル等の新築又は改築に係る建築設計業務の実績 

※ ①及び②の記載する件数は最大で5件とする。 

※ 受託実績を証明する書類として「契約書の写し及び施設の概要が確認できる図

面等」を添付すること。 

(3) 様式2、様式3 

 管理技術者（様式2）、記載を求める各主任技術者（様式3、各主任技術者ごと）につ

いて次のとおり記載すること。 

① 氏名 

 管理技術者（主任技術者）の氏名を記載する。 

② 生年月日 

 管理技術者（主任技術者）の生年月日及び年齢（提出時現在）を記載する。 

③ 所属及び役職 

 管理技術者（主任技術者）の所属する組織及び役職を記載する。 

④ 保有資格等 

 管理技術者（主任技術者）の保有する資格（一級建築士他）の登録番号及び取

得年月日並びに実務経験年数を記載する。なお、記載した資格については、免

許証等（保有していることを証するもので、資格の名称、保有者の氏名及び生年

月日並びに取得年月日及び番号を示すもの。）の写しを提出すること。  
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⑤ 平成10年4月1日以降における同種又は類似の業務の実績（様式2及び様式3） 

 該当する業務実績について、次の項目を記載する。 

業務名 契約書に記載してある業務名を記載する。 

発注者（事業主） 発注者を記載する。なお、再委託を受けた業務の場合、契約

相手方を記載した上で（ ）内に事業主を記載する。 

受注形態 単独又は共同企業体のうち該当するものに○印を付ける。共

同企業体の場合は、他の構成員を（ ）内に記載する。 

業務概要 同種、類似のうち該当するものに○印を付ける。 

また、対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。 

あわせて関わった分担業務分野及び立場（管理技術者、主任

技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場）を記載する。 

契約完了年月日 契約書に記載してある委託期間の最終日を記載する。 

 記載する件数は最大3件とし、同種又は類似業務の実績が3件に満たない場合

は、実績のある同種又は類似業務のみを記載して後は空欄とする。 

 なお、記載した業務については、「契約書の写し及び施設の概要が確認できる

図面等」を提出すること。 「平成10年4月1日以降の同種又は類似業務の実績」

とは、以下の(ｱ)～(ｳ)の全ての項目に該当する基本計画、基本設計又は実施設

計に係る設計業務実績をいう。 

 なお、海外の実績についても条件を満たしていれば、実績として記載できる。 

(ｱ) 平成10年4月1日以降に設計業務を完了した契約に係る設計業務実績 

(ｲ) 本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただし、管理技

術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の

主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができ

る。） 

(ｳ) 次の条件を満たす施設の設計業務実績（原則として新築又は改築に係る実

績とする。また、同一施設で複数の契約実績があっても、一施設につき一契

約のみを実績として認める。） 

(a) 同種業務の実績における対象施設は、延床面積が5,000㎡以上の事務

所、銀行、本社ビル、庁舎等とする。 

(b) 類似業務の実績における対象施設は、延床面積が2,500㎡以上の事務

所、銀行、本社ビル、庁舎等とする。 

⑥ 複数の技術者を配置予定者とし、関連する技術評価点が技術者ごとに異なる場

合は、最も低い技術評価点となる技術者の点数をもって評価する。 

(4) 様式4 

 業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容

等を様式に従い記入すること。 

 （主任技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入すること。）  
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(5) 様式5 

 提出者において新たな分担業務分野を追加する場合は、下記項目を様式に従い記

入すること。 

① 新たに追加する分担業務分野 

② 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

③ 分担業務分野を追加する理由 

④ 主任技術者の経歴等 

 様式2及び様式3の説明に同じ 

 「平成10年4月1日以降の当該分野における業務の実績」については、該当する業

務のうち、最大3件までを記載すること。 

 また、「施設等概要及び担当した分担業務分野の内容」には、当該施設概要及び携

わった分担業務分野の業務内容を具体的に記載すること。 

3 参加表明書の無効 

 提出書類について、この書面及び別添の所定様式に示された条件に適合しない場合は

無効とすることがある。 

 

 

第6 参加表明書の提出方法及び提出期限 

1 提出書類等 

(1) 提出書類 

 様式1-1、様式1-2、様式2～様式5 

 管理技術者、記載を求める各主任技術者の雇用保険被保険者資格取得等確認

通知書（事業主通知用）の写し又は健康保険被保険者証の写し等、雇用関係の

確認ができる書類 

 第5の2（2）における「契約書の写し」 

 第5の2（3）④、⑤、における「免許証等の写し」及び「契約書の写し」 

(2) 提出部数 

各1部 

2 提出方法 

 持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。 

3 提出期限 

 平成25年11月18日（月）午後5時まで（必着） 
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第7 技術提案書の提出に係る説明書の内容についての質問の受付及び回答 

1 質問の受付 

(1) 提出方法 

 質問は、書面（書式自由、A4版）を電子メールにより提出し、電話で必ず着信の確

認を行うこと。（質問書に部署、氏名及び電話番号を記載すること。） 

 なお、電話での質問は、軽微な内容のものについても一切受け付けないものとす

る。 

(2) 受付期間 

 平成25年11月29日（金）午前9時から平成25年12月6日（金）午後5時まで 

2 質問の回答 

 質問に対する回答は、平成25年12月10日までに、閲覧室に掲示する。また、合わせて市

ホームページにも掲載する。（URL http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/ ） 

 

 

第8 技術提案書の提出を要請する者の選定 

1 選定方法 

 技術提案書の提出を要請する者の選考は、参加表明書評価基準に基づき評価し、評価

点の高い順に北広島市契約事務審査委員会において選考する。 

2 選定数 

 技術提案書の提出者は、5者程度とする。 

3 結果の通知等 

 選定の結果は、平成25年11月29日（金）までに書面により通知する。（予定） 

 また、市ホームページにおいて、参加表明者数及び技術提案書提出要請者名を公表す

る。（URL http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/ ）  
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4 参加表明書評価基準 

 参加表明書の評価項目、判断基準及び評価点配分は以下の通りである 

評価

項目 
判断基準 

評価点配分 

 計 

資格 専門分野の技術資格 

評価対象とする各分担業

務分野の主任技術者数 

各担当分野について、資格

の内容を評価表により評価

する。 

主任

技術

者 

電気設備 3 6 

機械設備 3 

技術

力 

平成10年4月以降に

おける同種又は類似

の業務の実績（実績

の有無及び件数、携

わった立場） 

以下の順で評価する。 

①同種業務の実績がある。 

②類似業務の実績がある。 

上記について、実績の立場に応

じ、評価表により評価する。 

管理技術者 12 39 

主任

技術

者 

建築(総合) 9 

建築(構造) 6 

電気設備 6 

機械設備 6 

実績 平成10年4月以降に

担当した設計委託業

務実績 

以下の順で評価する。 

①業務実績がある（実績に応じて加点） 

②業務実績がない（0点） 

15 

合計 60 

  資格評価表 

分担業務分野 評価する資格（番号の順に評価する。） 

建築(総合)、建築(構造) ①一級建築士 ②二級建築士 ③その他 

電気設備 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級電気工事施工管理技士  

③二級電気工事施工管理技士 ④その他 

機械設備 ①建築設備士、技術士、一級建築士 ②一級管工事施工管理技士  

③二級管工事施工管理技士 ④その他 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、

同等の評価を行う。 

※「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。 

※「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。 

 

 

第9 非選定理由に関する事項 

1 技術提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その

理由（非選定理由）を書面（非通知選定通知書）をもって通知する。 

2 上記1の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日（休日を除く。）以内に

書面（様式自由、ただし、A4版とする。）により、非選定理由について説明を求めることが

できる。  
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3 上記2の回答は、説明を求めるこができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面に

より行う。 

非選定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は次のとおりである。 

(1) 受付場所 

第2に同じ 

(2) 受付時間 

午前9時から午後5時まで。 

 

 

第10 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

1 技術提案書の作成方法 

 技術提案書の様式は、様式1-3（A4版）、様式6（A3版横両面）、様式7（A4版片面）のとお

りとする。 

(1) 様式6の記載上の留意事項 

 下記事項に留意して業務の実施方針（業務への取り組み体制及び設計チームの特

徴）及び基本的な考え方を文章、模式図、イラスト、ゾーニング等で簡潔に記載してく

ださい。 

 なお、庁舎や駐車場などの施設についての効率的な配置計画や敷地の高低差を利

用した機能的なグランドデザインに関する考え方なども記載すること。 

① 業務を実施していく上で重要と考えられる設計提案や対処方法（発想、解決方法

等）を提案してください。 

② 業務を実施するにあたり、重要と考えられる新たな視点を独自提案として提案し

てください。 

③ 図面等の具体的な表現については減点としませんが、文章と整合性のないイメ

ージ図等の表現は減点の対象となる場合があります。 

④ 彩色可とし、手書きで記載してもかまいません。 

(2) 様式7の記載上の留意事項 

 下記事項に留意して特定テーマに関する考え方を文章、模式図、イラスト、ゾーニン

グ等で記載してください。 

① 特定テーマを実施していく上で重要と考えられる設計提案や対処方法（発想、解

決方法等）を提案してください。 

② 特定テーマを実施するにあたり、重要と考えられる新たな視点を独自提案として

提案してください。 

③ 図面等の具体的な表現については減点としませんが、文章と整合性のないイメ

ージ図等の表現は減点の対象となる場合があります。 

④ 彩色可とし、手書きで記載してもかまいません。 
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【特定テーマ】 

特定テーマ① 市民が親しみ利用しやすい庁舎の実現に関する提案 

特定テーマ② 市民の安心・安全な暮らしを支える拠点となる庁舎の実現に関す

る提案 

特定テーマ③ 自然エネルギー等の利用やライフサイクルコスト低減の実現に関

する設備計画の提案 

特定テーマ④ 庁舎、保健センター及び地域子育て支援センターの集約化による

効果的な配置や機能的かつ効率的な執務空間の実現に関する

提案 

特定テーマ⑤ 現在の庁舎機能を極力維持させながら新庁舎建設を行うための

工事計画に関する提案 

特定テーマ⑥ 提出者が独自に設定するテーマに対する提案 

 

（特定テーマ⑤の参考）庁舎別仮移転の困難性について 

庁舎名 主な利用形態 仮移転の困難性 

本庁舎 戸籍等窓口（市民利用多い）、議会、理事者

執務室、執務室（市民利用少い） 

大 

第2庁舎 執務室（市民利用少い） 小 

第2庁舎増築部 執務室（市民利用少い）、サーバ室 中 

中央会館 利用中止可能 － 

※第3庁舎増築部（福祉・税務等窓口：市民利用多い、執務室：市民利用少い）を残

した工事計画とすること。 

第11 技術提案書の提出方法等 

1 提出方法 

 次のいずれかの方法による。 

(1) 持参 

(2) 郵送（書留郵便に限る。） 

2 提出書類及び部数 

(1) 様式1-3 ･･･1部 

(2) 様式6及び様式7 ･･･10部 

3 提出期限 

 平成25年12月18日（水）午後5時まで（必着） 

4 留意事項 

 要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 
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第12 プロポーザル審査委員会 

 設計者等の選定は、次に掲げる委員により構成する北広島市新庁舎建設設計業務プロ

ポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

 なお、審査委員会委員に対し本プロポーザルに関する働きかけ等の行為を行った者は、

参加表明書及び技術提案書の内容に関わらず失格とする。 

 安藤  淳一 （道都大学 美術学部 教授）※委員長 

 斉藤  雅也 （札幌市立大学 デザイン学部 准教授） 

 道塚  美彦 （北広島市 副市長） 

 髙橋  孝一 （北広島市 企画財政部長） 

 木下  信司 （北広島市 保健福祉部長） 

 村上  清志 （北広島市 建設部長） 

 

 

第13 プレゼンテーション及びヒアリングに関する事項 

 プレゼンテーション及びヒアリングについては、公開で行うこととし日時及び場所等は、技

術提案書の提出者に対し別途通知する。（12月下旬に開催を予定） 

1 管理技術者、記載された建築（総合）主任技術者、電気設備主任技術者及び機械設備主

任技術者は必ず出席すること。 

2 プレゼンテーション及びヒアリングの内容は、「技術提案書（様式1-3、6、7）」の説明並びに

審査委員による質疑応答とする。 

3 説明に際しては、提出された技術提案書の内容でパソコン（プロジェクター）等を使用し行

うこととし、内容の変更や追加は認めない。 

なお、スクリーンは会場に用意するが、パソコンやプロジェクター等は各自で用意するこ

と。 

 

 

第14 技術提案書の特定 

1 特定方法 

 審査委員会は、参加表明書評価基準及び技術提案書評価基準に基づき評価し、評価

点合計が高い順に最優秀者と優秀者（次点）を特定する。 

 ただし、評価点合計が最も高い者が複数いる場合又は評価点合計が最も高い提案と最

上位と評価した委員数が最も多い提案が異なる場合、その他審査委員会が必要と認める

場合は、決選投票を行い得票の多い提案を特定する。得票数が同数の場合は、委員長

が投票した提案を特定する。  
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2 技術提案書評価基準 

 技術提案書の評価項目、判断基準及び評価点配分を下記に示す。 

評価

項目 
判断基準 

評価点配分 

 計 

取組

意欲 

ヒアリングにより評価を行う。当該業務を実施する上での課題や問題点を把握してお

り、積極的に取組む姿勢がうかがわれる場合に、優位に評価する。 

15 15 

業務

の実

施方

針及

び手

法 

業務の理解度 業務内容、業務背景、諸手続の理解度が高い場合に優位に評

価する。 

10 125 

業務の実施方針及

び配置イメージ図 

業務の実施方針及び配置イメージ図について、的確性、独創

性、実現性等を総合的に評価する。 

25 

特定テー

マに対す

る技術提

案 

① 特定テーマ①について、その的確性（与条件との整合性が取れて

いるか等）、独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされてい

るか等）、実現性（提案内容が理論的に裏付けられており、説得力

のある提案となっているか等）を考慮して総合的に評価する。 

15 

② 特定テーマ②について、同上。 15 

③ 特定テーマ③について、同上。 15 

④ 特定テーマ④について、同上。 15 

⑤ 特定テーマ⑤について、同上。 15 

⑥ 特定テーマ⑥について、同上。 15 

文章と整合性のないイメージ図等の表現が有る場合、程度に応じて減点する。 -10 

合計 140 

 

 

第15 特定通知等に関する事項 

1 特定通知 

 特定された者に対して、特定された旨を書面（特定通知書）により通知する。 

2 非特定通知 

 提出した技術提案書が特定されなかった者に対して、特定されなかった旨を書面（非特

定通知書）により通知する。 

(1) 非特定理由の請求 

 非特定通知を受けた者は、書面（書式自由、A4版）により非特定の理由について求

めることができる。 

(2) 非特定理由の請求先 

 第2に同じ 

(3) 請求期間 

 通知をした日の翌日から起算して5日（休日を除く。）以内の午前9時から午後5時ま

でとする。  
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(4) 回答期限 

 非特定理由に対する回答は、求めることができる最終日の翌日から起算して5日以

内に書面により行う。 

3 特定結果の公表 

 特定、非特定の業者名及び全ての提案者の評価点（特定された者以外の評価点は匿名

とする。）を、市ホームページにおいて公表する。 

（URL http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/ ） 

 

 

第16 その他 

1 契約保証金 

 契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、国債、

地方債又は銀行が振り出し、若しくは支払保証した小切手の提供をもって契約保証金の

納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保

証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

2 契約書作成の要否 

 必要 

3 支払条件 

【基本設計・実施設計】 

(1) 前払金： 契約金額の3割以内として行う。 

(2) 部分払： 行わない。 

【工事監理】 

(1) 前払金： 行わない。 

(2) 部分払： 行う。（監理対象工事の部分払回数） 

4 関連情報を入手するための照会窓口 

 第2に同じ 

5 その他 

(1) 使用言語 

 本手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及

び計量法（平成4年法律第51号）によるものとする。 

(2) 共同企業体 

 共同企業体としての資格の認定を受けていない者も参加表明書を提出することが

できるが、技術提案書の提出時においては、当該資格の決定を受けていなければな

らない。  
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(3) 本件業務を受託した設計者等の入札参加制限 

 本件業務を受託した設計者等（再委託先の設計者等を含む。以下同じ。）及び本業

務を受注した設計者等と資本・人事面等において関連があると認められた製造業者

又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことがで

きない。 

(4) 費用負担 

 技術提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

(5) 虚偽記載があった場合の措置 

 技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽

の記載をした者に対して、北広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成17

年3月2日市長決裁）の規定に基づく指名停止の措置を行うことがある。 

(6) 技術提案書の取扱い 

① 提出された技術提案書を、市の了解なく公表､使用してはならない。 

② 特定された技術提案書及び公開に同意した技術提案書は、特定結果の通知の

翌日から7日間（土、日、祝日を除く。）、本計画に係る技術提案書の提出があっ

た設計者に対して公開する。ただし、公開に同意しなかった技術提案書の設計

者（特定された技術提案書の設計者を除く。）に対しては、特定された技術提案

書のみを公開する。 

③ 技術提案書の非公開を求める場合は、その旨を技術提案書に記載すること。記

載がない場合は、公開に同意したものとみなす。なお、非公開を希望した場合に

おいても「非公開を希望した旨」は公開する。また、特定された技術提案書は、非

公開を希望した場合においても公開する。 

④ 公開の同意・不同意の意思は、技術提案書が特定されるまでの間であれば変更

することができる。この場合、書面（書式自由、A4版）にてその旨を提出すること。 

⑤ 提出された書類は返却しない。なお、市において1部を保存し残りは廃棄する。 

⑥ 提出された技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成

することがある。なお、この場合においても公開期間の終了後に複製は廃棄す

る。 

⑦ 提出された技術提案書及びその複製は、技術提案書の特定及び上記②以外に

提出者に無断で使用しないものとする。ただし、特定された技術提案書は、本計

画及び設計において使用する。 

(7) 技術提案書提出後の内容変更の扱い 

 技術提案書の提出後において、技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則と

して変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う

場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

(8) その他 

① 技術提案書の作成のために市より受領した資料は、市の了解なく公表又は使用

してはならない。  



- 17 - 

② 受託者として特定された者が暴力団関係事業者等であること等の理由により、

北海道警察からの排除要請があった者とは、契約を行わない。 

 

 


