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1. 募集要項等の位置づけ
（仮称）御所市防災市民センター建設事業募集要項は、御所市（以下「本市」という。）

が「（仮称）御所市防災市民センター建設事業」（以下「本事業」という。）を実施する

にあたり、本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を公募型プロポーザ

ル方式により募集及び選定するために、必要事項を定めたものである。 

また、この募集要項は、本事業に応募しようとする者（以下「応募者」という。）が熟

知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

募集要項に併せ配付する以下の資料を含め、「募集要項等」と定義する。応募者は募集

要項等の内容を踏まえ、本事業に応募するものとする。 

・ 要求水準書：本市が事業者に要求する具体的な設計業務、建設業務及び工事監理

業務のサービス水準を示すもの（添付資料を含む）。

・ 建設工事請負仮契約書（案）：設計・建設業務の実施に係る契約の内容を示すも

の。

・ 事業者選定基準：応募者から提出された提案書を評価する基準を示すもの。

・ 様式集：提案書の作成に使用する様式を示すもの。

2. 事業の目的及び内容

2.1  事業の目的等

近年、豪雨災害等の激甚化によって、災害発生時の避難の重要性が高まっていることか

ら、本市では、市民に安全安心な行政サービスの提供と市民生活の向上を図ることを目的

とし、旧御所市民会館・中央公民館跡地に、地域の防災拠点となる（仮称）御所市防災市

民センター（以下「本施設」という。）の建設に向け、「（仮称）御所市防災市民センタ

ー整備基本計画」を策定している。その中で、本施設は、市民活動の場の提供と市民生活

の向上を図り、防災センター及び地域のコミュニティ活動機能の拠点となる施設としての

役割を担うことが期待されており、市民の防災拠点として、できる限り早期の整備が求め

られている。 

本事業は、このような背景を踏まえ、本施設の建設において、できる限り早期の整備及

び財政負担の軽減を図るために、事業者が設計及び建設を一貫して実施する「デザインビ

ルド方式（DB 方式）」を適用することにより効率的かつ効果的な事業実施を目指すもの

である。 

2.2  事業名称

（仮称）御所市防災市民センター建設事業
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2.3  施設の管理者の名称

御所市 市長 東川 裕 

2.4  事業予定地及び施設概要

（1）敷地条件

本施設が立地する事業予定地の前提条件は、次のとおりである。

事業予定地 奈良県御所市三室 111 番地

敷地面積 約 8,600 ㎡

都市計画

による制

限等 

区域区分 市街化区域

用途地域 第一種住居地域（建蔽率 60％、容積率 200％）

防火指定 なし

高度地区 15m 高度地区

日影規制 高さが 10ｍを超える建築物（測定面 4.0ｍ、4 時間／2.5 時間）

接続道路 北西側道路：幅員約 6m～8m 
東側道路：幅員 4m 以下

給水 敷地北側から取出し可能

排水 敷地北側へ接続可能

ガス 事業予定地周辺における既設の埋設管はなし

その他 事業予定地内東側に埋蔵文化財包蔵地の分布あり

（2）本施設の条件

本施設の災害時を想定した施設収容者数は、1,000 人である。本施設の延べ面積

及び階数は、事業者の提案によるものとするが、要求水準書に示された水準及び敷

地条件等による各種法令等を遵守すること。

2.5  事業方式

本事業は、本施設の建設において、できる限り早期の整備及び財政負担の軽減を図るた

めに、事業者が設計及び建設を一貫して実施する「デザインビルド方式（DB 方式）」に

より実施する。 

2.6  契約の形態

本市は、本施設の設計、建設及び工事監理業務を一括で請け負わせるために、選定した

優先交渉権者と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。 
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2.7  事業の対象範囲

事業者が行う事業範囲は、以下のとおりである。

（1）設計業務

1） 事前調査業務（必要に応じて現況測量、地盤調査、土壌調査及び変位測定等）

2） 基本設計・実施設計業務（造成設計、外構設計等を含む）

3） 積算業務

4） 電波障害調査業務

5） 本事業に伴う各種申請等の業務

6） 国庫補助金申請図書等作成補助業務

7） その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務

※埋蔵文化財発掘調査については別途本市が行う為、調査結果に基づき適宜設

計に反映させること。

（2）建設業務

1） 建設業務（造成工事、外構工事等を含む）

2） 什器･備品等の調達及び設置業務

3） 近隣対応・対策業務（周辺家屋影響調査を含む）

4） 電波障害対策業務

5） 本事業に伴う各種申請等の業務

6） その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務

（3）工事監理業務

1） 工事監理業務（造成工事、外構工事等を含む）

2） 本事業に伴う各種申請等の業務

3） その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務
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2.8  事業スケジュール

本事業の事業スケジュールは、以下のとおり予定している。 

なお、事業者の提案により、供用開始日を供用開始期限日よりも早めることは可能であ

り、本市との協議により確定するものとする。 

表 1 事業スケジュール（予定）

契約締結 令和 2 年 12 月

事業期間 建設工事請負契約締結日の翌日～事業者が提案する期日

設計期間 建設工事請負契約締結日の翌日～事業者が提案する期日

建設・工事監理

期間

①建設期間：事業者が提案する期日～事業者が提案する期日

②工事監理期間：事業者が提案する期日～事業者が提案する期日

供用開始期限日 令和 5 年 10 月 1 日
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3. 応募者の備えるべき参加資格要件

3.1  応募者の構成等

（1）応募者は、実績やノウハウを有する設計企業、建設企業、工事監理企業等の複数
の企業で構成するグループもしくは単独企業により構成するものとする。応募者は、

代表企業（以下「代表企業」という。）を定め、それ以外の企業は構成企業（以下

「構成企業」という。）とする。

（2）応募者は、すべての構成企業の担当業務（設計、建設、工事監理等）を明らかに
すること。参加表明書に代表企業名を明記し、必ず代表企業が応募手続きを行うこ

と。

（3）本市は、御所市内に本社・支社・支店を置く企業が応募者として本事業に加わる
等、地元経済貢献への配慮を期待している。

3.2  参加資格要件

応募者は、御所市契約規則（昭和 39年御所市規則第 18号）に基づく、参加資格を登録
し、かつ本業務を適切に実施できる技術・知識及び能力・実績・資金・信用等を備えた者

でなければならない。かつ、以下の参加資格要件を満たすこと。 

（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）参加表明書等の提出の日から特定通知の日までの期間に、御所市建設工事等に係
る入札参加資格停止措置要綱による入札参加停止措置を受けていないこと。

（3）御所市と係争中の者でないこと。

（4）奈良県暴力団排除条例第 2条第 1号から第 3号、御所市暴力団排除条例第 2条第
1号から第 3号に該当する者でないこと。

（5）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定による更生手続開始の申立
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生事件（以下

「旧更正事件」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、同法

に基づく更生手続開始の決定（旧更正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、更生手続開始の申立てをしなかったもの又は申

立てをなされなかったものとみなす。

（6）平成 12年 3月 31日以前に民事再生法（平成 11年法律第 225号）附則第 2条に
よる廃止前の和議法（大正 11年法律第 72号）第 12条第 1項の規定による和議開
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始の申立てをしていない者であること。

（7）平成 12年 4月 1日以降に民事再生法第 21条の再生手続開始の申立てをしていな
い者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始

の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生

手続開始の申立てをしなかったもの又は申立てがされなかったものとみなす。

（8）応募時及び契約締結日までに、会社法（平成 17年法律第 86条）第 511 条の規定
による特別清算開始の申立てをなされていない者であること。破産法（平成 16 年
法律第 75 号）第 18条若しくは第 19 条による破産の申立てをなされていない者で
あること。

（9）次のいずれかに該当する事由があると認められる者でないこと。

a. 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所
（常時建設工事の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者

を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。）が暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77
号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）である。

b. 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団
員が経営に実質的に関与している。

c. 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又
は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。

d. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する
等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。

e. c,dに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される
べき関係を有している。

（10）本事業について、アドバイザリー業務等に関与した株式会社建設技術研究所、
シリウス総合法律事務所、竹澤建築設計工房、株式会社日総建、永井公認会計士事

務所と資本又は人事面において関連を有する者でないこと。また、「資本又は人事

面において関連を有する者」とは、次の a又は bに該当する者をいう。

a.当該企業の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の
総額の 100分の 50を超える出資をしている者

b.当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者

（11）法人税、事業税、消費税及び地方税を滞納していない者であること。

（12）応募者の構成員が 2以上の応募者の構成員でないこと。
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3.3  各業務実施企業の参加資格要件

応募者は、（1）、（2）、（3）の要件を満たすこと。なお、複数の要件を満たす者は当

該複数業務を実施することができる。 

（1）設計業務を行う者

設計業務を単独で実施する場合は以下に示す 1）、2）、3）のすべての要件を満た
すこと。複数の設計企業で実施する場合は、1）、2）の要件については、すべての
設計企業がいずれにも該当し、3）の要件は、少なくとも 1社が該当すること。
1）建築士法（昭和 25 年法律第 202号）第号）第 23 条の規定による一級建築士
事務所の登録を行っている者であること。

2）本市において、令和 2年度有効である測量・建設コンサルタント業務等入札参
加資格を有し、登録業種第 1～3希望として、「建築設計業務」に登録してい
る者であること。

3）資格審査に関する提出書類の提出期限日以前において、過去 10 年間に、地方
公共団体が発注した公共建築物のうち以下の要件を満たす建築設計業務を元

請（共同企業体の場合は代表構成員、構成員いずれも可とする。）で契約し、

完了した実績を有すること。

a. 平成 31年国土交通省告示第 98号の別添二、「三」、「四」、「十一」、「十二」
に該当する建築物の新築、増築もしくは改築の建築物（複合建築物の場

合は当該部分のみ。）

b. 1棟辺りの延べ面積（増築、改築の場合は当該部分のみ。）が 4,000㎡以
上の鉄骨造（軽量鉄骨造を除く。）、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コ

ンクリート造の建築物

※なお、設計業務と工事監理業務については業務にあたる者がそれぞれの業

務を兼ねることができる。

（2）建設業務を行う者

建設業務にあたる者は単独又は複数の構成員で構成する（1者以上 3者以内とす
る。）ものとし、そのうち 1者を代表企業とする。なお、当該構成員（代表企業を
含む。）のうち、1 者以上を市内業者（市内に本店として登録を有する者）又は準
市内業者（市内に支店・営業所等の社屋があり、本店機能に相当すると判断できる

程度の営業能力・規模を有する者をいう。）とすること。

なお、代表企業、構成員は、以下に示す a～dのすべての要件を満たすこと。
1）代表企業（1者）の参加要件

a. 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 15条の規定による「建築工事業」
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に係る特定建設業の許可を受けている者であること。

b. 本市において、令和 2年度有効である一般競争（指名競争）参加資格者
（建設工事）であり、登録業種が「建築一式」であること。

c. 『市内業者で、奈良県の格付「建築一式」が「A」の者』、『準市内業者で、
経営規模等評価結果通知書「建築一式」における総合評定値（P）（※）
が 1,000点以上の者』、又は、『奈良県内に本店を有する者で、奈良県の
格付「建築一式」が「A」の者であり、経営規模等評価結果通知書「建築
一式」における総合評定値（P）が 1,000点以上の者』であること。

※ 経営規模等評価結果通知書の総合評定値（P）については、募集要項等の
公表日時点に法定有効期間内（基準日から１年 7ヶ月）であることとす
る。

d. 資格審査に関する提出書類の提出期限日以前において、過去 10年間に、
延べ面積 4,000㎡以上の建築工事を元請（共同企業体の場合は代表構成
員、構成員のいずれも可とする。）で契約し、竣工した実績を有すること。

2）代表企業以外の構成員（2者以内とする。）の参加要件
a. 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 15条の規定による「建築工事業」
に係る特定建設業の許可を受けている者であること。

b. 本市において、令和 2年度有効である一般競争（指名競争）参加資格者
（建設工事）であり、登録業種が「建築一式」であること。

c. 『市内業者で、奈良県の格付「建築一式」が「A」の者』、『準市内業者で、
経営規模等評価結果通知書「建築一式」における総合評定値（P）が 1,000
点以上の者』、又は、『奈良県内に本店を有する者で、奈良県の格付「建

築一式」が「A」の者であり、経営規模等評価結果通知書「建築一式」に
おける総合評定値（P）が 1,000点以上の者』であること。

d. 資格審査に関する提出書類の提出期限日以前において、過去 10年間に、
延べ面積 4,000㎡以上の建築工事を元請（共同企業体の場合は代表構成
員、構成員のいずれも可とする。）で契約し、竣工した実績を有すること。

（3）工事監理業務を行う者

工事監理業務を単独で実施する場合は以下に示す 1）、2）、3）のすべての要件を
満たすこと。複数の工事監理企業で実施する場合は、1）及び 2）の要件について
は、すべての企業がいずれにも該当し、3）の要件は、少なくとも１社が該当する
こと。

1）建築士法（昭和 25 年法律第 202号）第号）第 23 条の規定による一級建築士
事務所の登録を行っている者であること。
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2）本市において、令和 2年度有効である測量・建設コンサルタント業務等入札参
加資格を有し、登録業種第 1～3希望として、「建築設計業務」に登録してい
るものであること。

3）資格審査に関する提出書類の提出期限日以前において、過去 10 年間に、延べ
面積 4,000㎡以上の建築物の工事監理業務を完了した実績を有していること。

3.4  参加資格要件確認基準日

参加資格要件の確認基準日は、資格審査に関する提出書類の提出期限日とする。た

だし、参加資格確認後、優先交渉権者決定の日までの間に、応募者が参加資格要件を

欠くこととなった場合には、失格とする。

また、契約締結日までの間に優先交渉権者が資格要件を欠くこととなった場合には

契約を締結しないこととする。

3.5  応募者の変更

応募者のうち、代表企業の変更は認めないが、構成企業については、資格・能力上

支障がないと本市が判断する場合には追加・変更可能とする。
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4. 事業者の募集及び応募手続等

4.1  事業者募集等のスケジュール

事業者の募集及び選定にあたってのスケジュール（予定）は、以下のとおりである。

スケジュール（予定） 内容 

令和 2年 5月 25日 募集要項等の公表

令和 2年 6月上旬 現地見学会

令和 2年 6月 12日 募集要項等に関する第 1回質問受付締切
令和 2年 6月下旬 募集要項等に関する第 1回質問・回答の公表
令和 2年 7月 3日 資格審査に関する提出書類の受付開始

令和 2年 7月 10日 資格審査に関する提出書類の受付締切

令和 2年 7月下旬 資格審査結果通知

令和 2年 8月 3日 募集要項等に関する第 2回質問受付締切
令和 2年 8月中旬 募集要項等に関する第 2回質問・回答の公表
令和 2年 8月 26日 提案審査に関する提出書類の受付開始

令和 2年 9月 2日 提案審査に関する提出書類の受付締切

令和 2年 10月中旬 ヒアリング

令和 2年 10月下旬 審査結果通知、結果の公表

令和 2年 11月上旬 仮契約締結

令和 2年 12月 本契約締結（議会議決）

4.2  応募に関する手続

（1）募集要項等の公表

令和2年5月25日（月）に募集要項等を本市ホームページで公表する。

（2）現地見学会

事業予定地の現地見学会を以下のとおり開催する。説明の際には本市の指示に従

うこと。

  日程：令和2年6月上旬
参加申込締切：令和2年5月29日（金）12時まで
集合場所・時間等：本市担当者より事業者へメールにより連絡する。

参加申込：「4.5 担当窓口」にメールで申し込みを行うこと。

（3）募集要項等に関する第 1回質問・回答

募集要項等に関する質問を以下のとおり受け付ける。



11

① 受付期間：募集要項等公表の日から令和2年6月12日（金）12時まで。
② 受付方法：別紙1「募集要項等に関する質問書」に記入のうえ、「4.5 担当窓

口」に記載の担当窓口に電子メールにより提出すること。

③ 回  答：令和2年6月下旬までに本市ホームページにおいて公表する。
       ※ただし、回答予定日前に順次回答する場合がある。

④ 留意事項：質問への回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問

者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある

ものを除き、公表するものとする。

（4）資格審査に関する提出書類の受付

事業提案を提出する応募者は、資格審査に関する提出書類を以下の期間に提出す

ること。また、提出された資格審査に関する提出書類が全て揃っていない場合は失

格とする。

① 受付期間：令和2年7月3日（金）から令和2年7月10日（金）までの午前9時か
ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、土日祝日
等の閉庁日を除く。

② 提出場所「4.5 担当窓口」に記載の担当窓口

③ 提出方法：持参又は郵送により提出すること。

持参による場合は、持参する時間を予め「4.5 担当窓口」に記載の

担当窓口に、電話により連絡すること。なお、電話は、持参する日

の前日の午後5時までに行うこと。
郵送による場合は、配達証明付書留郵便に限る。また、受付締切日

までに担当窓口まで届かない場合は、受理しない。

④ 提出書類：様式集「資格審査」に定める書類（「5応募時の提出書類」参照）

⑤ 提出部数：1部を提出すること。

（5）資格審査結果の通知

提出された資格審査に関する提出書類をもとに、資格審査を行う。

資格要件及び実績要件を確認し、資格審査結果を書面により、令和2年7月下旬こ
ろを目途に随時郵送する。
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（6）募集要項等に関する第 2回質問・回答

募集要項等に関する質問を以下のとおり受け付ける。

① 受付期間：第1回質問への回答の日から令和2年8月3日（月）12時まで。
② 受付方法：別紙1「募集要項等に関する質問書」に記入のうえ、「4.5 担当窓

口」に記載の担当窓口に電子メールにより提出すること。

③ 回  答：令和2年8月中旬までに本市ホームページにおいて公表する。
       ※ただし、回答予定日前に順次回答する場合がある。

④ 留意事項：質問への回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問

者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある

ものを除き、公表するものとする。

（7）提案審査に関する提出書類提出の受付期間・場所及び方法

提案審査に関する提出書類を提出する応募者は、関係する書類を以下の期間に提

出すること。受付期間に遅れた場合は、応募できないものとする。また、提出され

た提案審査に関する提出書類が全て揃っていない場合は失格とする。

① 受付期間：令和2年8月26日（水）から令和2年9月2日（水）までの午前9時か
ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、土日祝日等の閉庁
日を除く。

② 提出場所：「4.5 担当窓口」に記載の場所

③ 提出方法：持参又は郵送により提出すること。

持参による場合は、持参する時間を予め「4.5  担当窓口」に記載の
担当窓口に、電話により連絡すること。なお、電話は、持参する日

の前日の午後5時までに行うこと。
郵送による場合は、配達証明付書留郵便に限る。また、受付締切日

までに担当窓口まで届かない場合は、受理しない。

④ 提出書類：様式集「提案審査」に定める書類（「5応募時の提出書類」参照）

⑤ 提出部数：様式集「提案審査」に定める部数を提出すること。

なお、提案を辞退する者は、応募辞退届（様式集 様式 2-1）を、提案審査に関す

る提出書類の提出までに、「4.5  担当窓口」に記載の担当窓口まで提出すること。

以降の辞退は認めないものとする。
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（8）ヒアリングの実施

本市は、応募者に対し、令和2年10月中旬に提案書の内容に関するヒアリングを
実施する。詳細については、応募者に別途連絡する。
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4.3  応募に関する留意事項

（1）募集要項等の承諾

応募者は、資格審査に関する提出書類、提案審査に関する提出書類の提出をもっ

て、募集要項等の記載内容を承諾したものとみなす。

（2）費用負担

応募に係る費用は、すべて応募者の負担とする。

（3）契約手続きにおいて使用する言語・通貨単位及び時刻

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定
めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。

（4）著作権

提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本事業において公表等が必要と

認められる時、本市は提案書の全部又は一部を使用できるものとする。

また、契約に至らなかった応募者の提案については、本市による事業者選定過程

等の説明以外の目的には使用しないものとする。

（5）特許権等

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用し

た結果生じた責任は、原則として応募者が負うこととする。

（6）提出書類の取扱い

提出された書類については、変更できないものとする。

なお、審査後、優先交渉権者以外の提出書類は返却するものとする。

（7）本市からの提示資料の取扱い

本市が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することはできないも

のとする。
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（8）応募無効に関する事項

以下のいずれかに該当する資格審査に関する提出書類及び提案審査に関する提出

書類は、無効とする。

① 資格審査に関する提出書類、資格審査に関する提出書類が全て揃っていない

時

② 募集要項に示した応募者の備えるべき参加資格のない者の提出した書類

③ 事業名及び提案価格のない書類

④ 応募者名及び押印のない又は不明瞭な書類

⑤ 事業名に誤りのある書類

⑥ 提案価格の記載が不明瞭な書類

⑦ 提案価格を訂正した書類

⑧ 一つの応募について同一の者がした二以上の書類

⑨ 受付期間締切までに本市担当窓口に到達しなかった書類

⑩ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るために明らかに連合したと認めら

れる者の提出した書類

⑪ 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律第54号）

に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害し

たと認められる者の提出した書類

⑫ 本事業の予算規模を上回る提案価格を提示した書類

⑬ その他応募に関する条件に違反した書類

（9）必要事項の通知

募集要項等に定めるもののほか、応募にあたっての留意点等、必要な事項が生じ

た場合には、応募者に通知する。

4.4  本事業の予算規模

本事業の提案上限価格（本事業の予算規模）は３，３７３，０００千円（消費税等相

当額を含む。）とする。
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4.5  担当窓口

応募手続きについての本市の担当窓口を以下のとおり定める。また、各手続き、連絡

先、提出先等は、特に指定のない限り下記を窓口とする。なお、募集要項等の内容につ

いて電話での直接回答は一切行わない。

住所：〒639-2298 奈良県御所市 1番地の 3 

市民安全部 生活安全課 防災係

電話：0745-62-3001（内線 592）

FAX ：0745-62-5425 

E-mail：anzen@city.gose.nara.jp 

窓口受付時間：月曜日から金曜日の 9時～17時まで（祝日を除く。）
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5. 応募時の提出書類
応募時に提出する書類は、下表のとおりとする。詳細は、様式集（資格審査）及び様

式集（提案審査）作成要領を参照のこと。

（1）資格審査に関する提出書類

①資格審査に関する提出書類

・参加表明書 （様式 1-1）
・資格審査申請書 （様式 1-2）
・設計業務を行う者の参加資格等要件に関する書類 （様式 1-3）
・建設業務を行う者の参加資格等要件に関する書類 （様式 1-4）
・工事監理業務を行う者の参加資格等要件に関する書類 （様式 1-5）
・応募者構成表及び役割分担表 （様式 1-6）
・委任状（構成企業→代表企業） （様式 1-7）
・委任状（代表企業用） （様式 1-8）
・事業実施体制予定 （様式 1-9）

②その他

・応募辞退届（辞退する場合のみ） （様式 2-1）
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（2）提案審査に関する提出書類

①事業提案審査に関する提出書類

・提案審査に関する提出書類提出書 （様式 A-1）
・応募者構成表 （様式 A-2）
・提案価格提案書 （様式 A-3）
・提案価格計算書（別表を含む） （様式 A-4）
・要求水準書及び添付書類に関する確認書 （様式 A-5）

②提案書

・事業計画に関する事項 （様式 B-1~B-2）
・設計業務に関する事項 （様式 C-1~C-6）
・建設業務に関する事項 （様式 D）
・工事監理業務に関する事項 （様式 E）
・独自提案に関する事項 （様式 F-1~F-2）
・事業スケジュール表 （様式 G）
・計画図面等提案書類 （様式 H-1~H-22）
・見積書 （様式 I）

③基礎審査項目チェックシート （様式 J）
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6. 応募書類の審査

6.1  選定委員会

事業者の選定にあたり、（仮称）御所市防災市民センター建設事業者選定委員会（以

下「選定委員会」という。）を設置する。応募者から提出された提案審査に関する提出

書類は、選定委員会において審査を行うものとする。

選定委員会は、委員が事前に判明することにより、公正な審査・選定に支障が生じる

恐れがあることから非公開で行うものとする。

なお、募集要項等公表の日以降に、本事業について委員と接触を試みたと本市又は選

定委員会が判断した者については、参加資格を失うものとする。

6.2  審査方法

審査は、事業者選定基準に従い資格審査と提案審査に分けて実施する。提案審査では、

提案内容及び提案価格を総合的に評価し、最も優れた提案を行った者を選定した後、本

市が優先交渉権者を決定する。

6.3  審査項目等

審査項目は、以下のとおりとする。詳細は、事業者選定基準に示す。

資格審査 募集要項に示す応募者の参加資格の要件

提案審査 事業計画に関する事項

設計業務に関する事項

建設業務に関する事項

工事監理業務に関する事項

応募者独自の提案に関する事項

提案価格に関する事項

（1）優先交渉権者の決定
本市は、優秀提案の選定結果を踏まえ、優先交渉権者を決定する。

ただし、優秀提案が複数ある時（総合評価点が同点の時）は、提案審査の評価点

が最も高い者を優先交渉権者とする。

なお、応募者が1者の場合においてもヒアリングを実施して提案審査に関する提出

書類の審査を行い、評価を行う。この場合は、総合評価点が全体の60%以上となる

場合に、優先交渉権者として決定する。

（2）優先交渉権者決定通知及び審査結果の公表
優先交渉権者決定後、速やかに応募者に対して通知するとともに、審査結果を本

市ホームページで公表する。
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7. 提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は、以下のとおりである。応募者は、これらの条件を踏ま

えて、提案審査に関する書類を作成するものとする。なお、応募者の提案が要求水準書

に示す要件を満たしていない場合は失格とする。

7.1  業務の委託

事業者は、事業者以外の者に設計、建設、工事監理のそれぞれの全部を委託又は請け

負わせることはできず、また、事前に本市の承諾を得た場合を除き、事業者以外の者に

設計、建設、工事監理の一部を委託又は請け負わせることはできない。また、事前に本

市の承諾を得ることなく委託又は請負先を変更することはできない。本市は、事業者が

承諾を求めた場合、承諾を拒む合理的理由がない限り、これらの承諾を速やかに与える

ものとする。なお、業務の委託又は請負はすべて事業者の責任で行うものとし、事業者

又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者に帰す

べき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

7.2  本市による事業の実施状況のモニタリング

① モニタリングの目的

本市が本事業の目的を達成するために、事業者が定められた業務を確実に遂行し、

要求水準書にて提示される本市が要求する水準を達成しているか否かを確認する

ため、モニタリングを行う。

② モニタリングの時期

事業のモニタリングは、設計時、工事施工時及び工事完成時の各段階において実

施する。

③ モニタリングの方法

モニタリングの方法については、本市が提示した方法に従って事業者がセルフモ

ニタリングを行うこととし、本市は事業者が提出する資料等に基づき評価を実施す

る。

④ モニタリングの結果

モニタリングの結果、要求水準書に示す本市が要求する水準を一定限度下回る場

合には、改善勧告、契約解除等の対象となる。
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7.3  土地の使用

事業者は、工事着手予定日をもって、本施設の引渡し日までの期間、建設業務、工事

監理業務の遂行に必要な範囲で、事業予定地を無償で使用することができるものとする。

7.4  保険

建設工事請負仮契約書（案）第65条に基づくものとする。

8. 契約に関する事項

8.1  契約手続き

（1）契約の概要
事業者が本市を相手方として締結する契約は、建設工事請負仮契約書（案）によ

るものとし、その内容は、提案書提出時に未定であったもの以外は変更しないこと

とする。

契約は、本市の提示内容、事業者の提案内容及び建設工事請負仮契約書（案）に

基づき締結するものであり、事業者が遂行すべき施設整備に関する業務内容、リス

ク分担、金額、支払方法等を定める。

なお、本市は、優先交渉権者決定後、建設工事請負仮契約書により契約を締結す

る（以下「仮契約」という。）。仮契約は、市議会の議決を得ることにより、本契

約となる。

（2）契約の解除
優先交渉権者決定後、本契約締結までの間に、当該優先交渉権者が「応募者の備

えるべき参加資格要件」に示すいずれかの要件を満たさなくなった時は、当該仮契

約を締結しないことがあり、又は仮契約を締結している時は、これを解除すること

がある。

また、優先交渉権者との間で契約締結の合意を得られなかった場合は、本市は、

次点交渉権者と提案価格の範囲内で契約の締結交渉（随意契約）を行うものとする。

なお、この場合に優先交渉権者が要したすべての費用は、優先交渉権者が負担する

ものとする。
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8.2  契約金額

契約金額は、優先交渉権者の提案価格（消費税等相当額を含む。）とする。

消費税等相当額については、消費税法附則第3条に基づく。また、法改正があった場合

は改正法によるものとする。

8.3  違約金

建設工事請負仮契約書（案）第59条、第64条に基づくものとする。

8.4  契約保証金

建設工事請負仮契約書（案）第7条に基づくものとする。


