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和泉市新庁舎整備基本設計業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

1 実施目的 

 現庁舎は、耐震性や老朽化への対応といった建物自体の安全性に関わる課題のほか、庁

舎の分散化、狭あい化、ユニバーサルデザインへの対応、交通アクセス渋滞などの課題を

抱えており、これらの課題を解消するため、「和泉市新庁舎整備基本方針」、「和泉市新庁舎

整備基本計画」を策定し、早期の新庁舎建設をめざして取り組んでいる。 

本業務は、基本計画に基づき、基本設計を行うものであるが、その設計者は、計画の理

解度が高く、その趣旨に基づいた設計ができ、かつ設計の過程において、市民、議会及び

本市の考え方に柔軟に対応できる豊富な実績と確かな技術力が必要である。 

このことから、本要領に基づき、公募型プロポーザル方式により新庁舎建設の設計者を

選定し、庁舎建設の基本設計を策定するものとする。 

 

2 業務概要 

(1) 業務名 

和泉市新庁舎整備基本設計業務（以下「本業務」という。） 

(2) 業務内容 

別紙「和泉市新庁舎整備基本設計業務特記仕様書」（以下「仕様書」という。）のと

おり。 

(3) 履行期間 

契約締結の日から平成 31年 3月 29日（金）まで 

(4) 提案限度額 

・基本設計業務の提案限度額 

47,000,000円（消費税及び地方消費税含む） 

・基本設計業務に下記（5）その他 ②実施設計業務（その１）、実施設計監修業務、

建設工事監理業務を加えた、全ての業務に対する提案限度額 

235,000,000円（消費税及び地方消費税含む）  

 (5) その他 

  ①基本設計後の工事発注形態予定 

   ・設計施工一括発注方式（デザインビルド方式）採用の予定である。 

   （本業務の受託者（協力会社を含む。）は設計施工一括発注方式に参加することがで

きない。また、本業務の受託者と建設業者との間に資本的関係※が認められる場

合は、当該建設業者は設計施工一括発注方式に参加することができない。） 

    ※一方が他方に出資していること、もしくは、一方の代表取締役が他方の取締役

を兼ねていること。 

  ②実施設計業務（その１）・実施設計監修業務・建設工事監理業務 

   ・本業務の受託者には、その業務の取組姿勢や遂行状況等を勘案の上で、本業務終
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了後、実施設計業務（その１）《※業務の内容は下記のとおり》、新庁舎の設計施

工一括発注業務に関する実施設計監修業務及び建設工事監理業務の業務を別途随

意契約の予定である。（ただし、予算の議会承認等手続により決定するものとす

る。） 

※実施設計業務（その１）の内容 

□ 1号館、２号館及び八角棟除却 

□ 3号館改修（外壁・屋上防水、空調、照明、エレベーター、ＯＡフロア等） 

□ 立体駐車場 

□ 外構整備 

 

3 参加資格要件 

 参加者は、下記の全ての要件を満たしていること。 

（1） 地方自治法施行令第 167条の 4第 1項の規定に該当するものでないこと。 

（2） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続きの開始又は民事再生法（平

成 11年法律第 225号）に基づく再生手続きを開始していないものであること。 

（3） 国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

（4） 参加表明書の提出期限の日において、和泉市入札参加有資格者指名停止措置要綱に

基づく指名停止又は指名回避措置及び和泉市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく

入札除外措置を受けていないこと。 

（5） 参加表明者、参加表明者の役員又は従業員が過去から現在にかけて暴力団、暴力団

員、暴力関係者、総会屋その他の反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金提供等の

便宜を図っておらず、自ら意図して交際し、維持・運営に協力若しくは関与してい

ないこと。 

（6） 平成 19年 4月 1日以降に国又は地方公共団体が発注した、延べ面積 5,000㎡以上の

公共施設※の建築（増築設計においては増築部分の面積の合計に限る。この章にお

いて同じ。）に関する基本設計または実施設計を元請として契約し、完了した実績を

有すること。 

※平成 21年国土交通省告示第 15号別添二第四号又は第十二号の公共施設 

（7） 平成 19年 4月 1日以降に①及び②の基本設計または実施設計を完了した実績を有す

ること。 

①延べ面積 5,000㎡以上又は高さ 31ｍ以上の免震構造建築 

②延べ面積 5,000㎡以上又は高さ 31ｍ以上の制振構造建築、または、制振耐震改修 

（8） 業務の実施にあたっては、次の技術者を配置すること。なお、管理技術者及び各担

当主任技術者は、下記の各分担業務分野の主任技術者を兼任することができない。 

① 管理技術者：一級建築士の資格を有し、管理技術者又は建築主任技術者として

（6）の設計業務実績（設計着手から設計完了まで従事）がある者 

② 建築（総合）主任技術者：一級建築士 
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③ 建築（構造）主任技術者：構造設計一級建築士 

④ 電気設備主任技術者：設備設計一級建築士、または、一級建築士、または、 

          建築設備士 

⑤ 機械設備主任技術者：設備設計一級建築士、または、一級建築士、または、 

建築設備士 

※④または、⑤のいずれかは、設備設計一級建築士の資格を有すること。または、

参加者の組織と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者が設備設計の法適合確認を

行えるものであること。 

※③、④、⑤は、これまでに協力実績を有する協力会社の技術者の配置も可とする。 

（9） 協力会社は、（1）～（8）までの参加資格要件に関わらず、本プロポーザルの参加資

格を有さない。 

 

4 実施要領等の配布 

（1）配布期間：平成 30年 5月 10日（木）から平成 30年 5月 22日（火）まで 

（2）配布場所：和泉市総務部総務管財室（市役所 2号館 3階） 

また、和泉市ホームページからダウンロードできます。 

和泉市ホームページアドレス↓ 
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/soumuka/osirase/shinchou
sha_kihonsekkei_saiproposal.html  

 

5 参加表明書兼質疑書等の提出 

（1） 提出期限：平成 30年 5月 10日（木）から平成 30年 5月 22日（火）午後 5時まで 

（2） 提出場所：和泉市総務部総務管財室（市役所 2号館 3階） 

（3） 提出書類：参加表明書兼質疑書（様式第 1号） 1部 

（4）提出方法：持参（質疑については、電子メールも送信すること） 

（5）質疑の回答方法：全参加表明者に対して電子メールにて回答する。 

※電話、窓口での質問、提出期限以降の質問、審査内容に関する質問は、受け付けない。 

 

6 一次審査資料の提出 

（1） 提出期限：平成 30年 6月 1日（金）午後 5時まで 

（2） 提出場所：和泉市総務部総務管財室（市役所 2号館 3階） 

（3） 提出書類： 

No 提出書類 様式等 備考 提出部数 

1 一次審査資料提出書 様式第 2号  １部 

2 会社概要書 
様式第 3-1号 会社パンフレットを添付（正

本 1部のみ） 
正本 1部 

副本１部 

http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/
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3 協力会社概要書 

様式第 3-2号 社外に業務の一部を再委託又

は協力を求める場合に提出す

ること。 

正本 1部 

副本１部 4 業務実績調書 

様式第 4号 同種施設（平成 21年国土交通

省告示第 15 号別添二第四号

第 2 類の庁舎）又は類似施設

（平成 21 年国土交通省告示

第 15 号別添二第四号又は第

八号又は第十二号の公共施

設）の業務実績 

5 配置予定技術者調書 

様式第 5-1号 

様式第 5-2号 

配置予定の技術者（保有資格、

業務実績等）について作成す

ること。 

6 添付資料 

業務実績を証するものの写し、保有資格を証す

るものの写し、健康保険被保険者証等雇用関係

が確認できるものの写し 

1部 

（4）提出方法：持参 

（5）留意事項： 

① 正本 1部には、表紙と背表紙に事業者名、業務名を明記すること。 

② 副本 1 部には、表紙と背表紙に業務名のみを明記し、会社名等（協力会社含む。）

の提案事業者が特定できる事項は表示しないこと。 

③ A4版フラットファイルに綴じて提出すること。 

④ 文字サイズは、原則 10.5ポイント以上とすること。 

⑤ 一次審査資料は「（3）提出書類」の順に並べること。 

 

7 二次審査資料の提出 

（1） 提出期限：平成 30年 6月 25日（月）午後 5時まで 

（2） 提出場所：和泉市総務部総務管財室（市役所 2号館 3階） 

（3） 提出書類： 

No 提出書類 様式等 備考 提出部数 

1 二次審査資料提出書 様式第 6号  １部 

2 業務実施方針 

任意様式。ただ
し A4 版横書片
面 1枚。 

本業務の取組方針、実施体制、
業務遂行にあたって配慮すべ
き事項等について記載するこ
と。なお、概算工事費につい
て精度向上の考え及び実施設
計監修業務において必要とな
る意図伝達図書を示すこと。 

正本 1部 
副本 10

部 

3 全体概略工程表 

任意様式。ただ
し、A3版横書片
面 1枚。 

本業務の着手から工事完成ま
での全体概略工程表を作成す
ること。また、工期短縮の工
夫と実現に向けた考え方を示
すこと。 
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4 テーマ別技術提案書 

任意様式。ただ
し、A3版横書片
面 2 枚にテーマ
1 からテーマ 4
を盛り込み、記
載すること。 

5 ページに記載の「テーマ別
技術提案の内容」に基づき、
簡潔明瞭に記載すること。 

正本 1部 
副本 10

部 

5 価格提案書 

任意様式。ただ
し A4 版とする
こと。 

基本設計、実施設計（その１）、
実施設計監修、工事監理の各
業務の「見積書（代表者印を
押印）」を添付すること。 
※各業務の提案金額は、P1.2
業務概要（4）提案限度額に記
載する範囲において提案する
こと。 
※工事監理業務について、著
しく提案額が低い場合は、減
点対象となります。 

1部 

（4）提出方法：持参 

（5）留意事項： 

① 新庁舎整備基本計画の趣旨に沿って作成すること。 

② 正本 1部には、表紙と背表紙に事業者名、業務名を明記すること。 

③ 副本 10部には、表紙と背表紙に業務名のみを明記し、会社名等（協力会社含む。）

の提案事業者が特定できる事項は表示しないこと。 

④ A4版フラットファイルに綴じて提出すること。 

⑤ 提案は、文章での表現を原則として基本的な考え方を簡潔に記載すること。なお、

適宜イラスト等を掲載することは支障ない。その場合は、イラスト等の掲載意図を

明確に文章で表現すること。なお、文字の大きさは、原則 10.5 ポイント以上とす

ること。 

⑥ 二次審査資料は「（3）提出書類」の順に並べること。 

 

8 テーマ別技術提案の内容 

  下記の各テーマに基づき、簡潔明瞭に記載すること。 

(1)  テーマ 1「市民の安全安心を支える庁舎について」 

  市民の安全安心を支えるため、耐震性能と耐久性を兼ね備えた防災拠点としての庁

舎、また、行政が保有する機密情報を保護するため、セキュリティに配慮した庁舎に

ついて、建築計画、構造計画、建築設備計画に関する考え方を提案すること。 

(2) テーマ 2「市民にやさしい、利便性の高い庁舎について」 

  誰もが利用しやすく効率的に手続きができる、市民にとって利便性の高い庁舎、ま

た、庁舎の多様な空間活用について、敷地計画及び建築計画、建築設備計画に関する

考え方を提案すること。 

(3) テーマ 3「環境にやさしいライフサイクルコストに配慮した庁舎について」 
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  イニシャルコスト及びランニングコストの低減を図り、環境負荷低減や工期短縮に

配慮した、高い経済性を持った庁舎について、建築計画、建築設備計画に関する考え

方を提案すること。 

(4) テーマ 4「和泉らしい庁舎について」 

  地域特性や周辺環境などに配慮し、引き続き活用する 3 号館やコミュニティセンタ

ーとの調和を考慮したデザイン（府道大阪和泉泉南線から見た既存庁舎等を含む外観

図及び入口部分から見たエントランス内観図）とその考え方を提案すること。 

 

9 選定方法 

（1） 委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選定する。 

（2） 選定は、一次審査、二次審査の 2段階審査方式により行う。 

（3） 一次審査は、事務局により 7 ページに記載の「評価項目及び評価基準」に基づいて

書類審査を行い、上位 5者を選定する。 

（4） 二次審査は、選定委員会により「評価項目及び評価基準」に基づき提出書類、プレ

ゼンテーション、ヒアリング等審査により行う。 

尚、一次審査における評価点は、二次審査に持ち越さないものとする。 

（5） ヒアリング等審査による評価点に提案価格評価点を合計したものを、総合評価点と

し、総合評価点の最も高い参加事業者を優先交渉権者として選定する。併せて次点

となったものを次点交渉権者として選定する。 

（6） 総合評価点が満点の 6割に満たない場合は、提案内容の如何に関わらず失格とする。 

（7） 総合評価点が同点となった場合は、一次審査点が高い提案事業者を上位とする。 

 

10 一次審査（書類審査）の実施 

(1)  実施内容：一次審査資料により「評価項目及び評価基準」（「ヒアリング」の項目を除

く。）に基づいて、書類審査を実施し、上位 5者を選定する。 

(2)  実 施 日：平成 30年 6月 4日（月） 

(3)  留意事項：審査結果については、電子メールにて通知する。審査結果に関する異議申

し立ては受付けない。 

 

11 二次審査（ヒアリング審査）の実施 

（1）実施内容：一次審査により選定された者（参加表明者が 5者以下の場合は全者）に対

し、二次審査資料に基づくプレゼンテーション、ヒアリング審査を実施し、「評価項目

及び評価基準」に基づく審査を行い、最も総合評価点の高い者を優先交渉権者として選

定する。併せて次点交渉権者を選定する。なお、審査結果は、郵送により通知する。審

査結果に関する異議申し立ては受付けない。 

（2）実施日時：平成 30年 7月 2日（月） 

       ※正式な日時については、別途通知する。 
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（3）実施場所：会場については、別途通知する。 

（4）実施時間：プレゼンテーション及びヒアリングの時間については、別途通知する。 

（5）出席者： 

① 3名までとする。 

② 管理技術者となる者は必ず出席すること。 

（6）留意事項： 

① プレゼンテーションは、二次審査資料（No.2業務実施方針～No.4テーマ別技術提案

書）に基づいて行うものとし、「評価項目及び評価基準」との対応が理解できるよう

にすること。なお、二次審査資料をスクリーンに投影することができるが、内容の

編集や別途作成することは認めない。 

② スクリーンについては市で用意するが、パソコン、プロジェクター等の機材は参加

者で用意すること。 

③ 管理技術者となる者が提案内容説明を行うこととし、業務受託決定後の変更は認め

ない。 

④ プレゼンテーション時の二次審査資料は、事業者名（協力企業含む。）が特定できな

いよう作成すること。 

⑤ 実施中における他の参加者の情報は一切提供しない。 

⑥ ヒアリング審査を欠席した場合は、失格とする。 

⑦ ヒアリング審査での質疑応答の内容は、履行対象となる。 

 

12 評価項目及び評価基準 

別紙「評価要領」のとおりとする。 

 

13 スケジュール 

No 項目 日程 

1 実施要領の公表 平成 30年 5月 10日（木）から 

2 参加表明書兼質疑書の提出 
平成 30年 5月 10日（木）から平成 30年 5月 22日（火）

まで 

3 質疑書に対する回答 平成 30年 5月 25日（金） 

4 一次審査資料の提出 
平成 30年 5月 10日（木）から平成 30年 6月 1日（金）

まで 

5 一次審査（書類審査） 平成 30年 6月 4日（月） 

6 一次審査結果の通知 平成 30年 6月 4日（月） 

7 二次審査資料の提出 平成 30年 6月 25日（月） 

8 二次審査（ヒアリング審査） 平成 30年 7月 2日（月）予定 

9 二次審査結果の通知・公表 平成 30年 7月 3日（火）予定 
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10 契約締結 平成 30年 7月 6日（金）予定 

 

14 失格事項 

次の事項のいずれかに該当する場合は、失格となる。 

（1） 提出期日までに提出書類が提出されない場合。 

（2） 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合。 

（3） 実施要領に違反した場合。 

（4） 実施要領に定める方法以外で市職員、選定委員等に対して本案件について接触を図

り、接触した事実が認められた場合。 

（5） 実施要領の公表の日から契約締結日までに、参加資格要件を欠く事由が発生した場

合。 

（6） 基本設計業務の見積書の金額、または基本設計業務に実施設計業務（その１）、実施

設計監修業務、工事監理業務を加えた見積書の合計金額が、提案限度額を超過した

場合。 

（7） その他公平な競争の妨げになる行為・事実があったと市が判断した場合。 

 

15 提案事業者が 1者の場合の取り扱い 

提案事業者が 1者のみの場合であっても二次審査を実施し、総合評価点から価格提案書

にかかる評価を除いた評価点が 6割以上の場合は、優先交渉権者として選定の上、本業

務契約締結に向けた交渉を行う。 

 

16 審査結果 

(1) 審査結果の通知 

ヒアリング審査後、概ね 1週間以内に各参加事業者に対し郵送で通知する。 

なお、選定されなかった事業者は、通知日の翌日から起算して 7日（休日は含まない。）

以内に、書面を持参又は郵送により、選定されなかった理由について説明を求めること

ができる。回答は書面により行うものとする。 

(2) 結果公表の時期及び内容 

本業務に係る審査結果等の情報については、契約交渉の相手方が決定した後、次の内容

を市ホームページにおいて公表する。 

① 契約候補者の総合評価点 

② 全提案事業者の名称（申込順） 

③ 全提案事業者の総合評価点（得点順。内容は①に同じ） 

④ 契約候補者の選定理由（講評ポイント） 

※②と③については、対応関係を明らかにしないこととし、応募者が２者の場合は、

①及び②を公表し、③は公表しない。 
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17 契約締結 

(1) 優先交渉権者となった提案事業者は、速やかに本市と随意契約の締結に向けた交渉を

行う。 

(2) 優先交渉権者との交渉が不調となった場合は、次点交渉権者と契約締結に向けた交渉

を行う。 

(3) 優先交渉権者（優先交渉権者との交渉が不調となった場合の次点交渉権者を含む。）と

の契約交渉が成立した場合は、当該事業者を契約の相手方として決定し、契約締結を

行う。 

(4) 委託料の支払いについては、前金払い及び完了払いとする。 

 

18 留意事項 

（1） 本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。 

（2） 提出された書類等は返却しない。 

（3） 提出された書類については、差し替え、修正、加筆等は認めない。ただし、本市か

ら要請された事項についてはこの限りでない。 

（4） 提出された資料は、必要な範囲において複製することがある。 

（5） 参加表明書の提出後に辞退する場合は、参加辞退届（様式第 7号）を提出すること。 

（6） 提出書類については、和泉市情報公開条例（平成 10 年和泉市条例第 32 号）の規定

に基づく情報公開請求があった場合には公開する。なお、提案事業者の競争上の地

位、利益を害すると認められる情報については、非公開となる場合がある。その際

は、該当すると考えられる部分について予め文書により申し出ること。 

（7） （6）の規定に関わらず、本業務の受託者の技術提案書（業務実施方針、全体概略工

程表、テーマ別技術提案書）は市議会等への説明に使用し、和泉市のホームページ

に公表します。（後日、必要な提出書類について、電子データの提出を求めます。） 

 

19 問合せ先 

和泉市役所 総務部 総務管財室 （担当：黒川、田中） 

〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目 7番 5号 2号館 3階 

TEL：0725-41-1551（内線 1116） 

0725-99-8105（直通） 

FAX：0725-45-9352 

E-mail： chousha-kihonsekkei@city.osaka-izumi.lg.jp 

＊受付時間：土、日、祝日を除く午前 9時から午後 5時まで 

 


