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はじめに 

 

 この「岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務 公募型プロポーザル 実施要領」（以下「実施要領」

という。）は、岸和田市（以下「市」という。）が岸和田市新庁舎整備事業（以下「本事業」という。）

に係る設計及び施工業者を選定する公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）の実施に

ついて要領を定めたものである。 

事業者には、岸和田のシンボルとして市民に長く親しまれてきた岸和田城の景観を守りながらも、ます

ます複雑化する市民のニーズに応えるために行われる本事業の目的を理解し、時代を担う良質な環境を

優れたデザインでつくり出すとともに長期にわたる経済性にも配慮した高い品質の建築物を所定の期間

で適切につくり上げることが求められている。 

提案者は、「岸和田市新庁舎整備基本計画」（以下「基本計画」という。）及び「岸和田市新庁舎整備事

業設計施工業務 要求水準書」（以下「要求水準書」という。）をしっかりと読み込むとともにこれからの

庁舎建築が具えるべき与条件を十分に理解した上で、その目的を達成し得るために優れた最適なチーム

体制を構築するとともに現実性にも配慮した、しっかりとした提案書を提示することが求められている。

また、設計施工一括発注のメリットデメリットを理解し、発注者との信頼に基づいたモニタリングしやす

い、適切なマネジメントも求められていることにも配慮されたい。 

なお、本プロポーザルは、要求水準書に基づく性能発注とし、実施要領の構成は以下のとおりとする。

以下の書類をあわせて、「実施要領等」という。 

 

  ○実施要領 

  ○別冊１ 「要求水準書」 

  ○別冊２ 「評価基準書」 

  ○別冊３ 「提出書類様式集」 

  ○別冊４ 「公表資料一式（基本計画・調査結果等）」 
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１業務の概要 

（１）業務の目的 

   市庁舎は、老朽化、耐震性能不足、狭あい化等諸々の課題を抱えていることから、市民サービスの

向上、昨今増加する災害に対する防災拠点としての機能強化、現庁舎がある城周辺の歴史・伝統的景

観を活用した賑わい創出を目指し、現在位置での建替えを決定したところである。 

   本事業の設計施工業務においては基本計画における考え方を基に、要求水準書に記載する性能を

確保し、市の想いを考慮した新庁舎整備を実現することを目的とする。 

 

（２）業務名称 

岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務（以下「本業務」という。） 

 

（３）業務範囲 

  本業務の構成は次のとおりであるが、業務内容の詳細については、「要求水準書」を参照すること。 

① 本事業に係る基本設計、実施設計及び申請など関連業務（以下「設計業務」という。） 

② 本事業に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、外構工事、解体工事及

び仮設庁舎の建設、解体など関連業務（以下「施工業務」という。） 

③ 本事業に係る地質調査業務及び埋蔵文化財発掘調査業務（以下「調査業務」という。） 

 

（４）工期（履行期限） 

  契約締結日の日から令和 11年１月３１日（水）までを最終期限とするが、特定された技術提案によ

り工期が短縮できる場合は、最終期限を前倒しすることは差し支えない。なお、不測の事態など相当な

事由による工期の延長は市との協議によるが、事業者の責めによる工期の延長に係る交渉には応じな

い。 

 

（５）計画地（対象敷地） 

  岸和田市岸城町７番１号ほか（各々の敷地概要は基本計画による） 

① 現本庁舎敷地 

② 第二来客用駐車場敷地 

③ 上下水道局駐車場敷地 

④ 第四来庁者用兼公用車駐車場敷地 

 

（６）契約上限額 

  本業務に係る提案上限価格は、12,860,000,000 円（税込）とする。 

  ※提案上限価格を超える価格の提案を行った場合は失格となる場合がある。 

 

２ 参加者の参加資格要件 

（１）参加者の構成等 

①参加者の構成 

参加者の構成は、次のいずれかの形態とする。 

ア．単体企業 
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イ．共同企業体（JV） 

a．設計企業（単体企業）と建設企業（単体企業）との共同企業体 

b．設計企業（単体企業）と建設企業（共同企業体）との共同企業体 

c．設計企業（共同企業体）と建設企業（単体企業）との共同企業体 

d．設計企業（共同企業体）と建設企業（共同企業体）との共同企業体 

※設計企業の共同企業体においては、国内の設計企業と国外の設計企業による共同企業体や、国

内の設計企業と建築家（国籍を問わない個人事業主）による共同企業体についても参加を認める

こととする。ただし、いずれの場合も設計企業の代表構成員は国内の設計企業であること。 

②参加者は、２（２）の参加資格要件を全て満たし、かつ、以下に示す設計企業、建設企業による共 

同企業体又は単体企業であること。なお、建設企業については、令和２年度「岸和田市指名競争入 

札参加資格登録業者名簿」に登録され、競争入札参加者の資格を得ている者でなければならない。 

設計企業については、二次審査用技術提案書の提出期限の日までに令和２年度「岸和田市指名競争 

入札参加資格登録業者名簿」に登録され、競争入札参加者の資格を得ている者でなければならな 

い。ただし、建築家（国籍を問わない個人事業主）においてはこの限りではない。 

ア．設計企業、建設企業について 

a．設計企業    設計業務を担当する単体企業又は共同企業体 

           共同企業体の場合は、共同実施方式、分割実施方式、併用方式による。 

b．建設企業    施工業務を担当する単体企業又は共同企業体 

           共同企業体の場合、共同実施方式のみによる。 

イ．共同企業体について 

a．共同実施方式  共同企業体の各構成員が業務全体について共同実施する方式 

b．分割実施方式  共同企業体の各構成員が設計業務内の業務ごとに、各構成員が分担し 

           た業務のみを実施する方式 

c．併用方式    共同企業体の各構成員が設計業務内の業務ごとに、共同実施又は分割 

           することにより業務を行う方式 

ウ．設計業務の業務分野について 

a．建築分野    平成 31 年国土交通省告示第 98 号 別添一 第 1 項第一号ロ（1） 

及び第二号ロ（1）に示す「設計の種類」における「総合」及び「昇降 

機等」 

b．構造分野    同「構造」 

c．電気設備分野  同「設備」のうち、「電気設備」 

d．機械設備分野  同「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」 

③共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。 

④共同企業体の代表者は、建設企業の代表構成員とする。 

⑤設計企業が共同企業体の場合、建築分野を担当する企業を代表構成員とする。建築分野を共同実施 

方式とする場合は、建築分野における出資比率が最大の企業とする。 

⑥建設企業が共同企業体の場合、代表構成員の出資比率は 70％以上とし、構成員の最低出資比率は 

10％以上とする。 

⑦共同企業体の代表者は、長期に渡る本業務全体をマネジメントする統括管理技術者を配置するこ 

と。統括管理技術者の権限の範囲は、契約書による。 



4 

 

⑧参加手続きは、共同企業体の代表者が行うこと。 

⑨設計業務の再委託については、主たる業務分野である建築分野の業務を再委託しないこと。 

⑩参加者である共同企業体の構成員の変更は、認めない。 

⑪参加者である共同企業体の構成員及び配置する技術者に求める業務実績に規定する同種施設及び 

類似施設は、以下のとおりとする。 

ア．同種施設  平成 31年国土交通省告示第 98号の別添二 建築物の類型「四 業務施設」 

の第２類中「庁舎」 

イ．類似施設  平成 31年国土交通省告示第 98号の別添二 建築物の類型「四 業務施設」 

           の第２類中「銀行、本社ビル」 

 

（２）参加者の資格要件等 

① 共通する参加資格要件 

ア．地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の４に該 

当する者でないこと。 

イ．会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条に

よる改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第１項（会社法の施行に伴う関係法 

律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含 

む。）の規定による会社の整理の開始を命じられていない者であること。 

ウ．破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続の申立てを

していない者又は申立てをなされてない者であること。 

エ．民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てをし 

ていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第１項の再生 

手続きの決定を受けた者については、その者に係る同法第 174条第１項の再生計画認可の決 

定が確定した場合については、この限りでない。 

オ．会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17条の規定に基づく更正手続き開始の申立て 

（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件（以下「旧更生事 

件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27年法律第 172 号。以下「旧 

法」という。）第 30条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。）をし 

ていない者又は申立てをなされていない者であること。 

ただし、会社更生法第 41 条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく 

更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る会社更生法第 199 条第 

1 項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含 

む。）があった場合については、この限りでない。 

カ．岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成 25年 10 月１日施行）に基づく入札等除外措 

置を受けていない者であること。 

キ．参加資格確認申請書の提出期限の日から受注候補者の選定までの期間に、岸和田市指名競争

入札指名停止要綱（平成 25 年４月１日施行。以下「指名停止要綱」という。）に基づく指

名停止措置を受けている者でないこと。 

ク．市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者でること。 

ケ．参加者である共同企業体の構成員のいずれもが他の参加者（他の参加者である共同企業体の 
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構成員を含む）でないこと。 

コ．参加者である共同企業体の構成員のいずれかとの間に、以下に該当する関係がないこと。た 

だし、参加者である共同企業体の構成員のうち、以下に該当する者の全てがいずれの共同企 

業体の代表者でない場合を除く。 

a．資本関係 

 次のいずれかに該当する二者の場合。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 

中の会社等（会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12号）第 2条第 3項第 2号の規 

定による会社等をいう。以下同じ。）である場合は除く。 

1） 親会社（会社法第 2 条第 4 号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 

2） 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

b．人的関係 

 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続 

中の会社である場合は除く。 

1） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

2） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法

第 64 条第 2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

c．その他競争の適正さが阻害されると認められる場合 

 その他、上記 a 又は b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 

シ．次のいずれかに該当する者でないこと。 

a．平成 30年度実施「岸和田市庁舎執務環境等調査業務委託」の受託者（株式会社イトー 

キ。以下同じ。）又は当該受託者と資本面又は人事面において、関連がある者 

b．市の附属機関条例による岸和田市新庁舎設計及び施工事業者選定委員会（以下「選定委 

員会」という。）の委員及び市が指定するアドバイザーが属する企業、組織又は企業と資 

本面又は人事面において、関連がある者 

・岸和田市新庁舎設計及び施工事業者選定委員会 委員 

氏名 所属・役職 専門 

赤松 佳珠子 株式会社シーラカンスアンドアソシエイツトウキョウ 建築家 

川﨑 雅史 京都大学大学院 工学研究科 教授 景観計画 

竹山 聖 株式会社設計組織アモルフ  建築家 

堤 勇二 岸和田市副市長 行政 

仲 隆介 京都工芸繊維大学 デザイン・建築学系 教授 建築計画 

橋爪 紳也 大阪府立大学 社会科学系 教授 都市計画 

・岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務アドバイザー 

氏名 所属・役職 専門 

小野田 泰明 東北大学大学院 工学研究科 教授 建築計画 

c．市の組織に属する者 

② 設計企業の参加資格要件 
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ア．建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23 条に規定する一級建築士事務所の登録を行っ 

ていること。 

イ．令和 2 年度「岸和田市指名競争入札参加資格登録業者名簿」の建設コンサルタントに登録

されていること。ただし、参加資格確認申請書提出時に、「岸和田市指名競争入札参加資格

登録業者名簿」の建設コンサルタントに登録されていない場合は、二次審査用技術提案書の

提出期限の日までに競争入札参加資格の認定を受けること。 

ウ．設計企業の代表構成員（設計企業が単体企業の場合は、その単体企業）は、平成 22 年度以 

降に履行した延べ面積 5,000 ㎡以上の同種又は類似施設の設計実績があること。（共同企 

業体の構成員としての実績は、出資比率 30％以上を対象とする。） 

エ．下記に示す各管理技術者及び各業務分野を担当する主任技術者（以下「配置予定設計及び工

事監理技術者」という。）を配置できること。 

a．設計業務管理技術者 

設計業務を統括するものとする。なお、建築設計主任技術者と兼務できるものとする。 

1） 建築士法第 2 条の規定による一級建築士（以下「一級建築士」という。）であるこ

と。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積5,000㎡以上の同種又は類似施設の建築分野

の設計に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の代表構成員となる企業と直接的かつ

恒常的な雇用関係にあること。 

b．建築設計主任技術者 

設計業務のうち、建築分野を担当するものとする。 

1） 一級建築士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の建築分野

の設計に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業と直接的かつ恒常

的な雇用関係にあること。 

c．構造設計主任技術者 

設計業務のうち、構造分野を担当するものとする。 

1） 建築士法第 10条の 2の 2の規定による構造設計一級建築士又は一級建築士である 

こと。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の免震構造

の設計に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業、若しくは再委託

先となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

d．電気設備設計主任技術者 

設計業務のうち、電気設備分野を担当するものとする。 

1） 建築士法第 10 条の 2の 2 の規定による設備設計一級建築士（以下「設備設計一級

建築士」という。）又は建築設備士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の電気設備

分野の設計に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 



7 

 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業、若しくは再委託

先となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

e．機械設備設計主任技術者 

設計業務のうち、機械設備分野を担当するものとする。 

1） 設備設計一級建築士又は建築設備士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の機械設備

分野の設計に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業、若しくは再委託

先となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

f．コスト管理主任技術者 

コスト管理担当として本業務のコスト管理を行うものとする。 

1） コスト管理士、建築積算士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の公共施設の積算業務に携わっ

た実績があること。 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業、若しくは再委託

先となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

g．工事監理業務管理技術者 

工事監理業務管理技術者は工事監理業務を統括管理するものとする。なお、設計業務管理 

技術者、建築設計主任技術者と兼務できるものとする。 

1） 一級建築士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積5,000㎡以上の同種又は類似施設の建築分野

の工事監理に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の代表構成員となる企業と直接的かつ

恒常的な雇用関係にあること。 

h．建築工事監理主任技術者 

       工事監理業務のうち、建築分野を担当するものとする。なお、設計業務管理技術者、建築 

設計主任技術者及び工事監理業務管理技術者と兼務できるものとする。 

1） 一級建築士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の建築分野

の工事監理に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業と直接的かつ恒常

的な雇用関係にあること。 

i．構造工事監理主任技術者 

工事監理業務のうち、構造分野を担当するものとする。なお、構造設計主任技術者と兼務 

できるものとする。 

1） 一級建築士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の免震構造

の工事監理に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業、若しくは再委託

先となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 
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j．電気設備工事監理主任技術者 

 工事監理業務のうち、電気設備分野を担当するものとする。なお、電気設備設計主任技術 

者と兼務できるものとする。 

1） 一級建築士又は建築設備士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の電気設備

分野の工事監理に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業、若しくは再委託

先となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

k．機械設備工事監理主任技術者 

  工事監理業務のうち、機械設備分野を担当するものとする。なお、機械設備設計主任技術 

者と兼務できるものとする。 

1） 一級建築士又は建築設備士であること。 

2） 平成22年度以降に履行した延べ面積3,000㎡以上の同種又は類似施設の機械設備

分野の工事監理に携わった実績があること。（前職での経歴を含む。） 

3） 設計企業を構成する単体企業又は共同企業体の構成員となる企業、若しくは再委託

先となる企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

オ．配置予定設計及び工事監理技術者は、本業務の完成・引き渡し日までの間、病気・死亡・退

職等の特別な事業があり、やむを得ないとして市が承認した場合の他は、変更を認めない。 

カ．主たる業務分野である建築分野の業務を再委託しないこと。また、構造分野、電気設備分野、

機械設備分野において、再委託先を含む主任技術者が所属する事務所（以下「協力事務所」

という。）が、他の応募者の協力事務所となっていないこと。 

③ 建設企業の参加資格要件 

ア．建設業法（昭和 24年法律第 100号）別表第一に規定する建築工事業に該当する許可を有

しての営業年数が 5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施

工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が 5 年未満であっ

ても同等として取り扱うことができるものとする。 

イ．令和 2年度「岸和田市指名競争入札参加資格登録業者名簿」の建設工事に登録されており、

建設業法第 27条の 23に規定する経営事項審査の建築一式工事の総合評点が 900点以上

であること。 

ウ．建設企業の代表構成員（建設企業が単体企業の場合は、その単体企業）は、平成 22 年度以

降に完成及び引き渡しが完了した、延べ面積 7,000 ㎡以上の同種又は類似施設の免震構造

の施工実績があること。（共同企業体の構成員としての実績は出資比率 20％以上を対象と

する。） 

エ．下記に示す統括管理技術者及び各業務分野を担当する施工主任技術者（以下「配置予定施工

技術者」という。）を配置できること。 

a． 統括管理技術者 

本業務全体をマネジメントするものとする。なお、監理技術者と兼務できるものとする。 

1） 建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27 条の 3 の規定による一級建築

施工管理技士（以下「一級建築施工管理技士」という。）又はこれと同等以上の資格

を有するものであること。 
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2） 平成 22 年度以降に完成及び引き渡しが完了した延べ面積５,000 ㎡以上の同種又

は類似施設の免震構造の施工に携わった実績があること。 

3） 建設企業を構成する単体企業又は共同企業体の代表構成員となる企業と直接的かつ

恒常的な雇用関係にあること。 

b． 監理技術者 

本業務における施工の監理技術者とする。 

1） 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 

2） 監理技術者資格証及び監理技術者講習終了証を有するものであること。 

3） 平成22年度以降に完成及び引き渡しが完了した延べ面積3,000㎡以上の同種又は

類似施設の免震構造の施工に携わった実績があること。 

4） 建設企業を構成する単体企業又は共同企業体の代表構成員となる企業と直接的かつ

恒常的な雇用関係にあること。 

c．施工計画主任技術者 

施工計画担当として本業務の施工計画を行うものとする。 

1） 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 

2） 平成22年度以降に完成及び引き渡しが完了した延べ面積3,000㎡以上の同種又は

類似施設の施工に携わった実績があること。 

3） 建設企業を構成する単体企業又は共同企業体の代表構成員となる企業と直接的かつ

恒常的な雇用関係にあること。 

d．コスト管理主任技術者 

コスト管理担当として本業務のコスト管理を行うものとする。 

1） コスト管理士、建築積算士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 

2） 平成22年度以降に完成及び引き渡しが完了した延べ面積3,000㎡以上の公共施設

の積算業務に携わった実績があること。 

3） 建設企業を構成する単体企業又は共同企業体の代表構成員となる企業と直接的かつ

恒常的な雇用関係にあること。 

オ．配置予定施工技術者は、本業務の完成・引き渡し日までの間、病気・死亡・退職等の特別な

事業があり、やむを得ないとして市が承認した場合の他は、変更を認めない。 

 

（３）参加資格の確認基準日 

  参加者の参加資格の確認基準日は、参加資格確認申請書の提出期限日（令和２年７月 10 日）とし、 

 確認基準日以降、契約締結日までの間に参加資格を欠く事態に至った場合には失格とする。 

 

３ 本プロポーザルの手続き等 

（１）事業者選定スケジュール（予定） 

内容 日程 

公示 令和 2年６月 1日（月） 

第１回質疑受付期間 令和 2年６月 1５日（月）～6月 19日（金） 

第１回質疑回答 令和 2年 6月 26 日（金） 
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参加表明書・参加資格確認申請書の受付期間 令和 2年６月 29日（月）～７月 10日（金） 

参加資格確認結果の通知 令和 2年７月 1５日（水） 

資料の閲覧申出期間 令和 2年７月 20日（月）～８月 19日（水） 

第２回質疑受付期間 令和 2年８月 3日（月）～８月７日（金） 

第２回質疑回答 令和 2年８月 14日（金） 

一次審査用技術提案書の提出期間 令和 2年 9月 14 日（月）～9月 18日（金） 

一次審査（非公開） 令和 2年 10月 1 日（木） 

一次審査結果の通知 令和 2年 10月 6 日（火） 

個別対話（コンペティブダイアローグ） 令和 2年 10月中旬～10 月下旬 

二次審査用技術提案書の提出期間 令和 2年 11月 20 日（金）～11月 26日（木） 

技術提案に関するプレゼンの実施（公開） 

ヒアリング（非公開） 

二次審査（非公開） 

令和 2年 12月４日（金） 

二次審査結果の通知及び公表 令和 2年 12月 9 日（水） 

仮契約締結 令和 2年 1２月下旬 

本契約締結 岸和田市議会（3 月議会）による議決後 

 

（２）公示 

  令和 2年６月１日（月）に本プロポーザルの公募と同時に、以下に示す資料を公表する。 

①実施要領 

②要求水準書 

③評価基準書 

④提出書類様式集 

⑤公表資料一式（基本計画・調査結果等） 

 

（３）第１回質疑受付・回答 

  本プロポーザルに関する質疑がある場合は、以下のとおり提出すること。 

①受付期間 

令和２年 6月 1５日（月）～6月 19日（金）午後５時まで（必着） 

締切以降に提出された質疑は無効とする。 

②提出方法  

質疑書（様式 10-1）に記載の上、データを事務局の電子メールアドレスに送信する。また、送信 

後、確認のため事務局に電話連絡すること。 

③質疑に対する回答 

   令和２年 6 月 26日（金）午後５時までに市ホームページで公表する。 

   質問者の特殊な技術またはノウハウ等、質問者の権利または競争上の地位、その他正当な利益を害 

するものは公表せず、直接質問者へ電子メールで回答する。 

また、本プロポーザルに関する質疑以外には、回答しない。 
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（４）参加受付 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、実施要領等をよく理解したうえで、以下のとおり必要書類

を提出し、事務局による参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

①受付期間 

   令和 2 年 6 月 29日（月）～７月 10 日（金）午後５時まで（必着） 

   締切以降に提出された書類は無効とする。 

②提出書類 

 提出書類については、提出期限を過ぎてからの資料の差替え及び再提出は認めない。 

ア．参加表明書（様式１） 

イ．参加資格確認申請書（様式２） 

ウ．構成員一覧表（様式３）※単体企業の場合は不要 

エ．秘密保持に関する誓約書（様式４） 

オ．岸和田市指名競争入札参加資格者名簿の写し（参加企業分のみ） 

カ．許可証の写し 

a． 設計企業を構成する全企業の建築士事務所登録の写し 

b． 建設企業を構成する全企業の建築一式工事の建設業の許可証の写し 

キ．経営事項審査の建築一式工事の総合評点が証明できる資料 

ク．企業の実績（それぞれ 3実績まで） 

a． 設計企業の代表構成員の同種・類似施設の設計実績（様式５） 

b． 建設企業の代表構成員の同種・類似施設の施工実績（様式６） 

※企業の実績として記載した業務又は工事の内容が、当該要件を満たすことを確認できる資

料（契約書の写し及び平面図等の写し）を提出すること。当該業務又は工事が、一般社団法人

公共建築協会の公共建築設計者情報システム（PUBDIS）又は一般財団法人日本建設情報総

合センターの工事実績情報システム（CORINS）に登録されている場合は、記載部分の写し

を提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。ただし、この場合においても、記

載した業務又は工事の内容が確認できる平面図等の写しは提出すること。 

ケ．配置予定技術者の資格及び実績（各技術者ごとに 1 実績まで） 

a． 配置予定設計技術者の資格及び実績（様式７） 

b． 配置予定施工技術者の資格及び実績（様式８） 

※配置予定技術者の実績として記載した業務又は工事の内容が、当該要件を満たすことを確

認できる資料（契約書の写し及び平面図等の写し、配置予定技術者の従事状況の証明書類）を

提出すること。当該業務又は工事が、一般社団法人公共建築協会の公共建築設計者情報シス

テム（PUBDIS）又は一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム

（CORINS）に登録されている場合は、記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写し

及び配置予定技術者の従事状況の証明書類を提出する必要はない。ただし、この場合におい

ても、記載した業務又は工事の内容が確認できる平面図等の写しは提出すること。 

コ．設計受賞実績（様式９） 

 平成 12 年度以降に、設計業務管理技術者又は建築設計主任技術者に以下の受賞歴（住宅

を除く。）がある場合は、様式９及びその受賞を証明する書類の写しを提出すること。 
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a． 日本建築学会賞（作品） 

b． JIA 日本建築賞 

c． 公共建築賞（特別賞、優秀賞を除く。） 

d． BCS賞 

※設計受賞実績は、1 実績のみとする。 

 ※上記書類を総括して「参加表明書等」という。 

③提出部数 

各４部（正１部、写し３部） 

④提出場所 

   事務局（岸和田市総務部庁舎建設準備課） 

⑤提出方法 

   参加者（共同企業体の場合は代表者）による持参（郵送・FAX・電子メールは不可）とする。 

⑥参加資格確認結果の通知 

 令和 2 年７月 1５日（水）までに参加資格の確認を行い、結果を書面にて通知する。 

 

（５）貸与資料等 

  事務局より以下の資料について、貸与又は閲覧可とする。 

①貸与資料 

貸与資料については、参加表明書提出時に全参加者に貸与するものとする。 

ア．貸与期間 

参加表明書提出日～一次審査用技術提案書提出日まで 

イ．貸与資料 

a． ●●● 

b． ●●● 

c． ●●● 

d． ●●● 

ウ．返却方法 

一次審査用技術提案書持参時に併せて持参、返却すること。 

エ．貸与資料の取扱い 

貸与資料については貸与期間、返却方法、秘密保持に関する誓約書（様式４）を遵守するこ

と。 

②閲覧資料 

閲覧資料については以下に従い閲覧すること。 

ア．閲覧申出期間 

令和 2年７月 20日（月）～８月 19日（水）午後５時まで 

イ．閲覧資料 

a． ●●● 

b． ●●● 

c． ●●● 

d． ●●● 
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ウ．申出方法 

事務局宛に直接電話にて申出ること。 

エ．閲覧日 

閲覧日については事務局へ申出た際に、調整し決定することとする。 

オ．閲覧時の留意事項 

a． 閲覧資料の複写は不可とする。ただし、写真の撮影及びメモに残すことは可とする。 

※写真の撮影及びメモに残した情報の取扱については秘密保持に関する誓約書（様式４）

を遵守すること。 

b． 閲覧時は資料の閲覧に関する質疑にのみ応答するものとし、他の質疑は一切受け付けな

い。 

c． 閲覧できる回数は 1者につき 1回のみとする。 

 

（６）第 2回質疑受付・回答 

  本プロポーザルに関する質疑がある場合は、以下のとおり提出すること。 

①受付期間 

令和２年８月３日（月）～８月７日（金）午後５時まで（必着） 

締切以降に提出された質疑は無効とする。 

②提出方法  

質疑書（様式 10-2）に記載の上、データを事務局の電子メールアドレスに送信する。また、送信 

後、確認のため事務局に電話連絡すること。 

③質疑に対する回答 

   令和２年８月 14日（金）午後５時までに市ホームページで公表する。 

   質問者の特殊な技術またはノウハウ等、質問者の権利または競争上の地位、その他正当な利益を害 

するものは公表せず、直接質問者へ電子メールで回答する。 

また、本プロポーザルに関する質疑以外には、回答しない。 

 

（７）一次審査 

  一次審査は、一次審査用技術提案書について評価基準書に基づく審査を行い、二次審査に参加できる 

 者（３者以内）の選定を目的として実施する。なお、参加者が１者以上の場合において実施することと 

する。 

①一次審査用技術提案書の提出期限 

   令和 2 年 9 月 18日（金）午後５時まで（必着） 

   締切以降に提出された書類は無効とする。 

②提出書類 

 参加者は提出書類様式集の一次審査用技術提案書作成要領に基づき以下の書類を作成し、表紙（様

式 11-1）を添えて提出すること。なお、提出書類については、提出期限を過ぎてからの資料の差替

え及び再提出は認めない。 

ア．計画コンセプト（様式 12） 

A３用紙（横使い）片面２枚以内（レイアウト自由）に、以下の内容をまとめること。 

a． 防災拠点としての考え方 
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b． 庁舎における機能と効率性の考え方 

c． 周辺環境に配慮した景観形成の考え方 

d． 環境対策の考え方 

e． 近隣住居への配慮に関する考え方 

f． 本事業に対する参加者の経験や実績の活かし方 

イ．計画プラン（様式 13） 

A３用紙（横使い）片面４枚以内（レイアウト自由）に、以下の内容をまとめること。 

a． 配置計画兼１階平面図・各階平面図（縮尺指定無） 

b． 断面図 

c． 立面図又は外観パース（縮尺指定無） 

ウ．個別対話内容書（様式 14） 

契約上限額内で要求水準書の内容を満たす施設計画を実現するため、要求水準書の内容の解 

釈に関する事項及び提案可能範囲等の確認事項について、具体的に記載すること。 

参加者のノウハウを保護するため個別対話内容書は非公開とする。 

③提出部数 

 各 10部（正 1部、写し 9 部） 

④提出場所 

 事務局（岸和田市総務部庁舎建設準備課） 

⑤提出方法 

 参加者（共同企業体の場合は代表者）による持参（郵送・FAX・電子メールは不可）とする。 

⑥辞退 

 一次審査の参加を辞退する場合は、令和２年７月 31 日（金）までに、参加辞退届出書（様式 21- 

1）を事務局に提出すること。また、提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の 

提出を辞退したものとみなす。 

⑦一次審査の方法 

   令和２年 10 月 1日（木）に、一次審査用技術提案書について、選定委員会による評価基準に基 

いた中立かつ公正な審査（非公開）を行い、上位 3 者を選定する。 

⑧一次審査結果の通知 

   令和 2 年 10 月 6日（火）までに結果を書面にて通知する。 

   ※上位３者においては個別対話及び二次審査の詳細日時等についても併せて通知する。 

 

（８）個別対話（コンペティブダイアローグ） 

一次審査により選定された上位 3 者は二次審査参加者とし、二次審査前において個別対話を実施 

する。個別対話については個別対話内容書に基づき、事務局及びアドバイザー（以下「事務局等」 

という。）との間で実施する。 

①開催日・会場 

ア．開催日 

令和 2年 10月中旬～10 月下旬 

     ※詳細の開催日時については一次審査結果の通知時に併せて通知する。 

イ．会場 
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南海浪切ホール ●階●●会議室 

②実施方法 

ア．個別対話に参加できる人数は配置予定の統括管理技術者、設計業務管理技術者、を含む 10名

までとする。 

イ．個別対話内容書及び一次審査用技術提案書に基づき、1者当たり約1時間程度の対話を行う。 

③個別対話情報の取扱 

   個別対話において、事務局等は、他の参加者の提案、個別対話内容確認書及びその回答内容等、 

   他の参加者に係る情報は一切提示しない。ただし、事務局等が個別対話の内容のうち、公平性を確 

保することを目的とし、他の参加者に対しても公表すべき内容と判断した場合、当該者と協議のう 

え、個別対話後、他の参加者にも公開することがある。 

 

（９）二次審査 

  二次審査は、二次審査用技術提案書によるプレゼンテーション、ヒアリングのうえ、評価基準書に基 

 づく審査を行い、本業務の受注候補者を決定することを目的として実施する。なお、参加者が１者以上 

の場合において実施することとする。 

①二次審査用技術提案書の提出期限 

   令和 2 年 11 月 26 日（木）午後５時まで（必着） 

   締切以降に提出された書類は無効とする。 

②提出書類 

参加者は提出書類様式集の一次審査用技術提案書作成要領に基づき以下の書類を作成し、表紙（様

式 11-2）を添えて提出すること。なお、提出書類については、提出期限を過ぎてからの資料の差替

え及び再提出は認めない。 

ア．業務計画（様式 15） 

A３用紙（横使い）片面 2 枚以内（レイアウト自由）に、以下の内容をまとめること。 

a． 業務実施体制 

b． 業務実施方針 

c． 業務工程計画 

イ．施設計画（様式 16） 

A３用紙（横使い）片面 10 枚以内（レイアウト自由）に、以下の内容をまとめること。 

a． 全体配置計画（鳥瞰図共） 

b． 本庁舎各階平面計画 

c． 本庁舎立面計画 

d． 分庁舎各階平面計画 

e． 分庁舎立面計画 

f． 構造計画 

g． 設備計画 

h． ライフサイクルコスト・維持管理計画 

※平面計画には平面図及び配置グループ若しくは配置部署を必ず記載すること。 

ウ．施工計画（様式 17） 

A３用紙（横使い）片面２枚以内（レイアウト自由）に、以下の内容をまとめること。 
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a． 総合施工計画 

b． 施工品質管理計画 

エ．コスト管理計画（様式 18） 

A３用紙（横使い）片面１枚以内（レイアウト自由）に、以下 a及びｂの内容をまとめること。 

a． コスト管理体制 

b． コスト管理方針 

オ．独自提案書（様式 19） 

A３用紙（横使い）片面 2 枚以内（レイアウト自由）に、独自提案（内容自由）をまとめるこ

と。 

カ．価格提案書（様式 20＋α） 

本業務における提案価格を様式 19 に記載のうえ、少なからず大項目として調査費、設計費、

建設工事費（解体工事、外構工事、仮設庁舎整備費含む）を記載した提案価格の内訳書（様式

自由）を添えて提出すること。 

③提出部数 

 各 10部（正 1部、写し 9 部） 

④提出場所 

 事務局（岸和田市総務部庁舎建設準備課） 

⑤提出方法 

 参加者（共同企業体の場合は代表者）による持参（郵送・FAX・電子メールは不可）とする。 

⑥辞退 

 二次審査の参加を辞退する場合は、令和２年 11 月 6 日（金）までに、参加辞退届出書（様式 21- 

２）を事務局に提出すること。また、提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の 

提出を辞退したものとみなす。 

⑦二次審査の方法 

   令和 2 年 12 月４日（金）に、二次審査用技術提案書、プレゼンテーション（公開）及びヒアリ 

ング（非公開）の結果を参考に、選定委員会による評価基準に基いた中立かつ公正な審査を行い、 

受注候補者及び次点者を特定する。 

⑧二次審査結果の通知・公表 

   令和 2 年 12 月 9日（水）までに結果を書面にて通知するとともに、審査結果及びその概要を市 

のホームページにて公表する。 

 

（10）選定委員会・アドバイザー 

  本プロポーザルにおける一次審査及び二次審査は、選定委員会において行う。また、市は本業務に 

おけるアドバイザーを選任するものとし、アドバイザーは事務局とともに本プロポーザルの運営及 

び選定委員会をサポートすることとする。なお、アドバイザーは本プロポーザルにおける審査を行わ 

ないものとする。 

 

（11）プロポーザル参加に係る留意事項等 

①現地説明会 

 現地説明会は行わない。 
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②実施要領等の承諾 

   参加表明を行った事業者は実施要領等について承諾したものとする。そのため当該事業者は本プ 

ロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

③費用負担 

   本プロポーザルに係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とする。また、市は緊急でやむ 

を得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、本プロポー 

ザルを停止、中止又は取り消すことがあるが、この場合において、本プロポーザルに要した費用 

を市に請求することはできない。 

④提出書類の取扱い 

ア．提出されたすべての書類は、返却しない。 

イ．参加表明書等及び技術提案書（以下「提出書類」という。）の著作権は、作成した者に帰属す 

るものとし、受注候補者の特定以外に無断で使用しない。ただし、受注候補者が作成した提出 

書類については、市が必要と認める場合には、市は、受注候補者にあらかじめ通知することに 

より、その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるもの 

とする。 

ウ．提出書類については提出期限を過ぎてからの差し替え及び追加・削除は認めない。 

エ．市が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。 

オ．技術提案書の提出は１者につき１案とする。 

⑤失格 

   次のいずれかに該当する場合は、失格となる場合がある。 

ア．提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ．実施要領等に示した提出書類の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ．提案価格の金額が 1（６）の契約上限額を超過した場合 

エ．評価の公平性の確保に影響を及ぼす行為があった場合 

オ．本プロポーザルにおける選定委員会の委員及びアドバイザーに対して、直接、間接を問わず故

意に接触を求めた場合 

カ．その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

４ 契約に関する事項 

（１）契約の締結 

  市と受注候補者は契約書（案）の内容に関する協議を行い、当該協議の内容に基づき、令和２年 12 

月下旬頃を目途に仮契約を締結する。ただし、契約書（案）、その他実施要領等で示した内容及び提案 

書等の内容を変更できないことに留意する。仮契約は岸和田市議会（3 月議会）による議決後に本契約 

となる。 

 

（２）市が契約を締結しない場合の要件 

  受注候補者が次のいずれかに該当する場合は、市は契約を締結しないことができるものとする。この 

場合において、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 

①受注候補者決定日の翌日から契約までの間に受注候補者の構成員が本プロポーザルにおける参加 

資格を欠くに至った場合 
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②著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認め 

られる場合 

③契約の履行が困難と認められる事由が生じた場合 

 

（３）次点者との協議 

  市は、受注候補者との契約内容に関する協議が不調となった場合又は４（２）により契約締結が不可 

能と判断した場合は、次点者と契約内容に関する協議を開始することができるものとし、当該協議の内 

容に基づき、次点者と契約を締結するものとする。 

 

（４）契約金額 

  受注候補者の提案価格（税込）以下の金額により契約する。 

 

（５）契約保証金の納付等 

  受注者は契約金額の 100 分の 10 の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。ただ 

し、岸和田市財務規則第 123 条第１項各号に該当する場合は契約保証金を免除する。 

   

５ 支払条件 

（１）設計費 

  設計費の支払いは、前金払及び完了払にて行う。前金払の条件は、岸和田市財務規則による。ただし、 

岸和田市財務規則における「請負金額」は契約書に記載する年度ごとの予算限度額と読み替える。（以 

下同じ。）なお、令和２年度の支払いはしない。支払いの開始は令和３年度以降とする。 

 

（２）工事費 

  工事費の支払いは、前金払、中間前金払、部分払、完了払による。前金払、中間前金払、部分払の条 

件は、岸和田市財務規則による。なお、支払いの開始は令和４年度以降とする。 

 

６ その他 

（１）情報の公開 

  市は参加者から提出された提案書等について、岸和田市情報公開条例（平成 12 年３月 21 日条例 

第９号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。ただし、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な利益を害すると認められる情報は非開示とする。 

なお、本プロポーザルの受注候補者特定前において、決定に影響がでる恐れがある情報については決定 

後の開示とする。 

 

（２）提案書等に記載する内容を履行できなかった場合の取扱い 

  受注者の責により提案内容を満たすことができない場合、市は受注者に対し、各業務についての再度 

の実施を求めるとともに、提案書の性能評価点の再計算を行い、選定時の性能評価点との差により算定 

した金額に加え、契約不履行の違約金相当額を契約金額から減額することがある。 
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（３）発注者及び事務局（問い合わせ先） 

①発注者 

岸和田市 

②事務局 

   岸和田市 総務部 庁舎建設準備課 

   〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町 7 番 1 号 

   電話：072-447-4581（直通） 

   FAX：072-423-2384 

   メールアドレス：choshaken@city.kishiwad.osaka.jp 

mailto:choshaken@city.kishiwad.osaka.jp

