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伊野幼稚園・伊野小学校改築工事基本設計業務プロポーザル 実施要領  

 

１ 目的  

  本事業は、伊野幼稚園・伊野小学校改築工事基本構想をもとに、公募型プロポーザル

方式により、その内容及び能力を総合的に比較検討して最も適格と判断される設計者

を選定することを目的とする。 

 

２ 業務概要  

（１）業務名  伊野幼稚園・伊野小学校改築工事基本設計業務 

（２）業務内容 別添「伊野幼稚園・伊野小学校改築工事基本設計業務の概要」のとおり 

（３）履行期限 契約締結日から平成２５年３月まで 

（４）予算規模 ２２，５００千円を上限とする。 

 

３ 主催者及び事務局  

（１）主催者   いの町 

（２）事務局   いの町教育委員会 学校教育課 

         〒７８１－２１１０ 

         高知県吾川郡いの町３５９７ 

         電話番号 ０８８－８９３－１９２２ 

         FAX 番号 ０８８－８９３－２１２１ 

 

４ 参加資格要件  

  参加者の資格要件は、次のとおりとする。 

  なお、参加者が資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。 

（１）平成２４年度のいの町の入札参加資格を有している者で、建築関係コンサルタント

業務「建築一般」の業種登録事業者であること。 

（２）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第２３条の規定に基づき、一級建築士事務所

に登録された者で、一級建築士数を２名以上有し、直近の会計年度の売上高が２千

万円以上の者であること。 

（３）次のいずれにも該当しないものであること。 

  1) 破産法（平成 16年法律第 75号）第１８条第１項又は第１９条の規定に基づく破

産の申し立てを行った者 

  2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第１７条に基づく会社更生手続き開始申

し立てを行った者で、同法に基づく会社更生手続開始の決定を受けていない者 

  3) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律第 158

号）に基づく特定債務等の調整に係る調定の申し立てを行った者 

  4) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２１条に基づく再生手続開始の申し立
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てを行った者で、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていない者 

  5) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４第１項の一般競争入

札に参加させることができない者又は同条第２項の一般競争入札に参加させないこ

とができる者 

6) 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成 23 年 3 月高知

県訓令第 1号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者に該当した者 

（４）参加表明書等の提出時において、いの町建設工事指名停止措置要綱（平成 18 年い

の町訓令第 11 号）又は指名回避措置基準要領（平成 18 年いの町訓令第 13 号）に

基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 

 ※ 参加表明書等の提出期限の日から契約締結までの間に、いの町から指名停止等の措

置を受けたときは、参加資格を喪失するものとする。 

 

５ 参加条件  

（１）高知県内に本社（本店）を置く建築士事務所の設計共同企業体（以下、「設計Ｊ

Ｖ」という。）で参加表明書等を提出すること。構成員全てが「４参加資格要件」を

全て満たしていること。 

（２）設計ＪＶで参加表明書等を提出した者と総括責任者、意匠担当主任技術者は、直接

的な雇用関係※１にあること。 

  ※１ 直接的な雇用関係とは、総括責任者、意匠担当主任技術者とその所属する企業

との間に第三者の介在する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、

労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいい、在籍出向者、派遣社員につ

いては該当しないものとする。 

（３）総括責任者は、一級建築士とし、かつ実務経験年数が１０年以上であること。また、

平成１４年４月以降に日本国内で竣工又は実施設計を完了した一棟あたりの延床面積

２，０００㎡以上の学校施設※２、その他公共施設※３の実績を有すること。 

  ※２ 学校施設とは、国又は地方公共団体が設置する小学校、中学校、高等学校等

（同種） 

  ※３ その他公共施設とは、国又は地方公共団体が設置する公民館、福祉センター、

図書館、美術館、病院等（類似） 

 

 

６ 現地説明会  

実施しない。 

 

７ 参加表明書等の交付場所及び交付方法  

（１）交付場所   事務局 
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（２）交付方法   参加表明書等（様式）は、１者に各１部を交付する。 

          また、当該資料は、いの町ホームページからも入手できる。 

 

８ 参加表明書等の提出方法  

（１）提出書類 

  ア 参加表明書 …………………………………………………………（ 様式１ ） 

  イ 設計共同企業体協定書の写し ……………………………………（ 様式１-１ ）                  

  ウ 設計事務所の概要 …………………………………………………（ 様式２ ） 

  エ 設計事務所の主要業務実績 ………………………………………（ 様式３ ） 

  エ 設計事務所の主要業務実績詳細 …………………………………（ 様式４ ） 

  オ 総括責任者の業務実績等 …………………………………………（ 様式５ ） 

  カ 総括責任者の主要業務実績詳細 …………………………………（ 様式６ ） 

  キ 受託した場合の各担当主任技術者の業務実績 …………………（ 様式７ ） 

  ク 協力事務所の内容等 ………………………………………………（ 様式８ ） 

  ケ 業務実施方針１・２及び伊野幼稚園・伊野小学校改築工事の 

各テーマについての提案〔技術提案書〕…（ 様式９-１・９-２・９-３ ） 

  コ 見積書（基本設計分）………………………………………………（ 様式任意 ） 

（２）書式等   書式及び記入方法は、伊野幼稚園・伊野小学校改築工事基本設計業務

プロポーザル参加表明書等作成要領に基づき作成すること。 

（３）提出場所  事務局 

（４）提出方法  持参又は郵送（簡易書留に限る。）によること。 

         ただし、提出期限までに必着のこと。 

（５）提出部数  様式１及び１－１と見積書は、各１部提出すること。 

         様式２から様式９-３まで左上１か所ホチキス等留で８部提出するこ

と。 

（６）提出期限  平成２４年１１月３０日（金）午後５時 

 

９ 参加表明書等に関する質問書の提出場所及び方法  

  参加表明書等に関して質問がある場合は、質問書（様式１０）を作成し、提出期限ま

でに電子メールで提出すること。 

  電話、口頭等による質問及び提出期限を過ぎた質問は受け付けない。 

 

（１）提出期限    平成２４年１１月１６日（金）午後５時 

（２）提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ inoyousyou@town.ino.kochi.jp 

（３）回答方法    質問を取りまとめ回答書として１１月２２日（木）以降、ホーム

ページに掲載します。 

 



 ~ 実施要領 4 ~ 

１０ プロポーザル〔技術提案〕の提案課題  

  本プロポーザル〔技術提案〕の提案課題は、「基本事項」と次の３項目の「特定テー

マ」とする。提案にあたっては、伊野幼稚園・伊野小学校改築工事基本構想に留意し

て作成すること。 

（１）基本事項 

  ① 基本的な考え方（基本コンセプト） 

  ② 業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、業務の工程、特に重視する設計

上の配慮事項、その他業務実施上の配慮事項等 

（２）特定テーマ 

① テーマＡ ：地域に愛される学校施設についての提案 

      ○景観を考慮し、在校生や地元民が親しみの持てる学校施設の提案 

      ○地元木材を活用し地場産業の活性化を図る提案 

 

② テーマＢ ：敷地の効率的な活用の提案 

○幼稚園と小学校は、別棟とする提案 

○当該施設に給食センターを併設する提案 

○小学校プールの改築を行い運動場その他の有効活用も図る提案 

 

③ テーマＣ ：環境に配慮した長期的利用が可能な学校施設の提案 

○地球環境保全に対する取り組みとして新エネルギーの採用や校

舎の緑化を図るとともに、すべての人が利用しやすい環境への取

り組みとしてユニバーサルデザインを取りいれ、教育施設として

の機能を充分に満たす提案 

          ○長期的な利用により防災拠点施設としての機能を損なうことのな

い構造であり、ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）の縮減を図るとと

もに建設費自体の縮減も図る提案 

 

  ④ テーマＤ ：その他の提案 

          ○建物に対するキャッチコピーやセールスポイントの提案 

 

１１ プレゼンテーション及びヒアリング 

  第二次審査となるプレゼンテーション及びヒアリングについては、第一次審査で選定

された者に別途通知する。 

 

１２ 選定概要  

（１）審査委員会 

   参加表明書等の審査は、伊野小学校長、伊野幼稚園・伊野小学校改築工事検討委員
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会委員１名、副町長、教育長、総務課長、高知県建設技術公社参事で構成する伊野幼

稚園・伊野小学校改築工事基本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。）が実施する。 

（２）審査 

  ア 第一次審査（書類審査） 

    審査委員会において、あらかじめ定められた評価基準に基づき参加表明書等を公

正に審査し、第二次審査のヒアリング要請を行う。 

  イ 第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

    審査委員会は、第一次審査により選定された者を対象に参加表明書等のプレゼン

テーション及びヒアリング審査を実施し、最優秀者１者、次点者１者を選定する。 

（３）評価 

    審査委員会は、参加表明書等の内容を重点に、次の評価項目等を評価する。 

評価項目 評価事項 

１ 事務所の実力 

 （業務経歴等） 
 技術者数、有資格者数、同種・類似業務実績  

２ 担当チームの能力 

 （技術者等の経験と能力） 

 総括責任者及び主任技術者等の資格・経験、 

業務実績、繁忙度 

３ 担当チームの対応 

 （業務の実施方針、取組体制 

及び提案等） 

 

 (1) 基本的な考え方（実施方針の妥当性） 

 (2) 業務への取組意欲 

 (3) 業務への理解度 

 (4) 特定テーマに対する技術提案 

（４）選定者との交渉 

   選定後、最優秀者と参加表明書等の内容をもとに、業務の遂行に必要な具体的な履

行条件等の交渉を行う。この交渉が不調の時は次点者と交渉するものとする。 

 

１３ 日程等  

  公募開始              平成２４年１１月 ５日（月） 

  質問書の提出期限          平成２４年１１月１６日（金）午後５時まで 

  質問書への回答           平成２４年１１月２２日（木）以降 

  参加表明書等の提出期限       平成２４年１１月３０日（金）午後５時まで 

  第１次審査結果通知         平成２４年１２月上旬を予定 

  プレゼンテーション及びヒアリング  平成２４年１２月中旬を予定 

  選定結果通知            平成２４年１２月中旬以降を予定 

※ 各種書類の提出等にあたり、持参する場合の受付時間は、午前８時３０分から正

午及び午後１時から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く。）とする。 
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１４ 費用負担  

  参加表明書等の作成にかかる費用は、提出者の負担とし参加報酬（報償費）等は支払

わない。 

 

１５ その他の事項  

（１）提出された書類は返却しない。 

（２）提出された書類は必要に応じて複写（伊野幼稚園・伊野小学校改築工事検討に関す

る会議及び選定委員会に限る。）する。 

（３）参加表明書等は、提出後の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）技術提案書の提出は、１者につき１案とする。 

（５）提出された参加表明書等は、いの町情報公開条例に基づく開示請求があった場合に

は対象文書として原則開示することとなる。なお、事業を営むうえで、競争上又は事

業運営上の地位その他正当に利益を害すると認められる情報は、同条例第６条第１項

第３号の規定により非開示となるので、提出書類の該当部分と非開示とする具体的な

理由を様式１１に記入し提出すること。開示、非開示の判断は、様式１１により提出

された具体的な理由を参考に、同条例に基づき町が客観的に判断することとする。 

（６）審査委員会委員及びその家族が関係する設計事務所及び研究室に所属する者は参加

できない。 

（７）参加表明書等の提出者は、本業務に関して総括責任者及び意匠担当主任技術者を除

く専門分野について、協力者を加えることができる。ただし、協力者となった者及び

その者が所属する事務所等は、本プロポーザルに参加できない。 

（８）参加表明書等に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できないものとする。

ただし、病休、死亡、退職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、必ず同等

以上の技術者であることをいの町の了解を得なければならない。 

（９）参加表明書等を提出した者が審査委員会委員、町職員、当該プロポーザル関係者と

当該プロポーザルに関する不正な接触の事実が認められた場合は失格とする。 

（10）参加表明書等が次のいずれかに該当する場合は、無効となる場合がある。 

  ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

  イ 作成要領に指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

  ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

  エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

  オ 提出書類に虚偽の記載があるもの、すでに発表された物、同一あるいは類似の提

案又は盗用した疑いがあると認められたもの。なお、契約後に事実関係が判明した

場合においても同様とする。 

（11）参加表明者等に関しては、公表しない。ただし、最優秀者については公表すること

がある。 

（12）審査に対する問い合わせには応じない。 
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（13）審査に対する異議を申し立てることはできない。 

（14）やむを得ない事情で日程等について変更が生ずる場合には、別途通知する。 

（15）本業務（基本設計）に直接関連する実施設計は、基本設計時における設計意図を実

施設計の成果に的確に反映させるため、本業務の契約相手方と随意契約を予定してい

るが、業務遂行のため必要な事項について協議し、一定の条件等を付することがある。

なお、本業務の契約相手方が伊野幼稚園・伊野小学校改築工事建設の実施設計業務の

相手方に適さないと判断した場合等は、別途事業者を選定することがある。 

（16）成果品の著作権は、いの町に帰属する。 

 

 

 

 


