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富士川町新庁舎建設基本設計業務プロポーザル 実施要領 

 

１ 目的  

 富士川町の現庁舎は、行政機能の分散等による住民サービスの低下や庁舎の分散・老朽

化による維持管理費の増大、耐震基準を満たしていないことなどの諸課題を抱えており、

改修による対応では限界となっている。こうしたことから、富士川町公共施設再配置計画

において、住民の利便性向上、防災機能の強化、行政機能の統合による業務の効率化等を

図るため、新たに新庁舎を整備することとし、平成２９年１２月に「富士川町新庁舎整備

基本計画」を策定した。 

 新庁舎整備事業は、「人や環境に優しく、町民の安全と安心を支える庁舎」実現に向け

て取り組むとともに、平成３６年度までに事業を完了することや可能な限り事業費・維持

管理費を抑制することとした。 

「富士川町新庁舎建設基本設計業務プロポーザル」（以下「本プロポーザル」とい

う。）は、これらをふまえ、先般本町において策定した「富士川町新庁舎整備基本構

想」、「富士川町新庁舎整備基本計画」及び本町の地域特性等に基づき、新庁舎建設基本

設計業務を発注するにあたり、確かな技術力、豊富な経験及び柔軟かつ高度な発想力等を

有し、本町とともに本事業に取り組むことができ、本町の考え方に柔軟に対応できる設計

者を選定することを目的として実施するものである。 
 

２ 業務概要 

（１）業務名 

富士川町新庁舎建設基本設計業務委託 

（２）業務目的 

   本業務は、「富士川町新庁舎整備基本構想」及び「富士川町新庁舎整備基本計画」

等に基づき、新庁舎建設基本設計業務を実施することを目的とする。 

（３）業務内容 

富士川町新庁舎建設に関する基本設計業務等 

（詳細は「富士川町新庁舎建設基本設計業務委託特記仕様書（案）」のとおり） 

（４）履行期間 

契約締結の日の翌日から９か月程度（想定） 

（５）契約限度額 

２５,４００,０００円（消費税及び地方消費税を含まず。） 

（６）支払方法 

  ア 前払金 業務委託料の１０分の３以内の前払金の支払いを請求することができ

る。 

  イ 完成払 完了検査及び成果品引渡しを完了した後に、支払う。 

（７）関連業務の委託 

   今後、発注を予定している下記業務について、特別の事情がない限り、本業務の受

託者に対して、随意契約により発注を予定している。 

   ただし、下記業務に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。 

ア  建設実施設計業務 

  イ  工事監理業務 
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３ 計画概要 

（１）建物用途 役場庁舎 

（２）所 在 地 富士川町天神中條１１３４番地ほか 

（３）敷地面積 約１３,０００㎡ 

（４）施設規模 最大５,９００㎡（延床面積） 

 

４ 実施形式  

 公募型プロポーザル 

 

５ 参加資格  
（１）共通事項 

ア 本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす単

体企業同士で構成される自主結成の特定設計業務共同企業体（以下「企業体」とい

う。）とし、企業体の構成員は２者（以下、代表となるものを「代表構成員」、その

他を「構成員」という。）とする。 

イ 代表構成員、構成員ともに山梨県に本社・本店を有する者で構成すること。 

ウ 出資比率については代表構成員となる者は最大とし、構成員となる者は３０％以

上とすること。 

エ 「平成２９・３０年度 富士川町入札参加資格者名簿」に登載されている者。 

オ 「平成３１・３２年度 富士川町入札参加資格者名簿」登載のため、平成３１・

３２年度競争入札参加資格定期審査の申請を行なった者。なお、審査の結果、有資

格者とならなかった場合は、失格とする。 

カ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いない者。 

キ プロポーザル公告日から委託契約の締結日までに、国又は地方公共団体から指名

停止措置を受け、指名停止期間中でないこと。 

ク 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一級建築士事務

所の登録を行っていること。 

（２）代表構成員 

ア 単独で１者とすること。 

イ 本プロポーザル公告日時点において、一級建築士が３名以上所属している者。 

ウ 平成１１年４月１日から本プロポーザルの公告日までに実施設計が完了した設計

業務で、日本国内における延床面積２,０００㎡以上（※１）の同種施設（※２）

又は類似施設（※３）の新築工事、増築工事及び改築工事に関する設計業務を、

元請け又は設計共同体（出資比率３０％以上で受託した業務に限る。）として受

託した実績を有する者。 

※１ 増築工事及び改築工事においては、増築又は改築部分の延床面積が２，０

００㎡以上であることとし、複合施設の場合は、同種施設又は類似施設に該

当する部分の延床面積が、２，０００㎡以上であることとする。 

※２ 同種施設とは、国土交通省告示第１５号 別添二の「建築物の類型 四 

業務施設 建築物の用途等 第２類」の施設のうち、国・都道府県・市区町

村の庁舎とする。 

※３ 類似施設とは、国土交通省告示第１５号 別添二の「建築物の類型 四、
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七、八、十、十一、十二」の施設のうち、同種施設以外の国・都道府県・市

区町村の施設とする。 

（３）構成員  

  ア 単独で１者であること。 

イ 本プロポーザル公告日時点において、一級建築士が２名以上所属している者。 

 

６ 業務実施上の条件 

（１） 配置予定技術者 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１０条第１項の規定に該当する者を配

置しないこと。 

イ 管理技術者は代表構成員に所属する者とし、建築士法第２条第２項に規定する一

級建築士を配置すること。 

ウ 建築（総合）担当主任技術者は企業体に所属する者を配置すること。 

エ 管理技術者及び建築（総合）担当主任技術者は所属する事務所と恒常的な雇用関

係が３か月以上あること。 

オ 構造担当主任技術者、電気設備担当主任技術者、機械設備担当主任技術者及び積

算担当主任技術者を、それぞれ１名配置すること。 

カ 設計上、建築士法第１０条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士や設備

設計一級建築士が携わらなければならない場合は、携わることができる体制を整備

すること。 

キ 本業務に当たる管理技術者及び各担当主任技術者は、原則として提出書類（様式

５から様式１０）に記入された者とし、病気、死亡、退職等の特別な理由があると

認められる場合を除き変更することはできない。 

  ク 管理技術者は各担当主任技術者を兼任していないこと。また、各担当主任技術者

はほかの担当主任技術者を兼任していないこと。 

（２）業務の再委託 

ア 構造担当、電気設備担当、機械設備担当及び積算担当の主任技術者に配置予定の

者には、業務協力を求める他の設計事務所等（以下「協力事務所」という。）の技術

者を配置することができる。 

イ 協力事務所となる者は、次の条件を満たしていること。 

 ａ．地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者 

 ｂ．会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てが

なされていない者（更生手続き開始の決定を受けたものを除く）。 

 ｃ．民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てが

なされていない者（更生手続き開始の決定を受けたものを除く）。 

 ｄ．事業者等又はその代表者等（以下、「事業者等」という。）が次のいずれにも該

当しないこと。 

   ① 事業者等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時建設コンサル担当業務等の契約を締結する事務所の

代表者をいう。以下同じ。）が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）第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力
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団員」という。）であると認められる。 

   ② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第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

いると認められる。 

   ③ 事業者等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと

認められる。 

   ④ 事業者等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与していると認められる。 

   ⑤ 事業者等が、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

いると認められる。 

   ⑥ 下請け契約又は資材、原材料の購入その他の契約に当たり、その相手方が

①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当事者と契約を締結

したと認められる。 

 ｅ．国税、都道府県税、地方消費税、市区町村税を滞納していない者。 

 ｆ．参加表明書の提出日から委託契約の締結日までに、国及び地方公共団体から指

名停止措置を受け、指名停止期間中でないこと。 

ウ 設計上、建築士法第１０条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士が携わ

らなければならない場合において、構造分野に協力事務所の技術者を配置する場合

は、構造設計一級建築士が所属していること。ただし、企業体に本業務に携わるこ

とが可能な同資格者が所属している場合は、この限りではない。 

エ 設計上、建築士法第１０条の２の２第４項に規定する設備設計一級建築士が携わ

らなければならない場合において、電気設備又は機械設備に協力事務所の技術者を

配置する場合は、設備設計一級建築士が所属していること。ただし、企業体に本業

務に携わることが可能な同資格者が所属している場合は、この限りではない。 

※各分担業務分野の分類は、下表による。 

分担業務分野 業務内容 

建築（総合） 
平成 21 年国土交通省告示第 15 号別添一第 1 項第 1 号において示

される「設計の種類」における「総合」。 

構造 同上の「構造」。 

電気設備 同上の「設備」のうち、「電気設備」に係るもの。 

機械設備 
同上の「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び

「昇降機等」に係るもの。 

積算 上記業務等に係る「積算」 

   ※各分担業務分野を評価する資格は、下表による。 

分担業務分野 評価する資格（①②③④の順で評価する） 

建築（総合） ①一級建築士、②二級建築士 

構造 ①構造設計一級建築士、②一級建築士、③二級建築士 

電気設備 
①設備設計一級建築士 

②建築設備士、技術士、一級建築士 
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③一級電気工事施工管理技士 

④二級電気工事施工管理技士 

機械設備 

①設備設計一級建築士 

②建築設備士、技術士、一級建築士 

③一級管工事施工管理技士 

④二級管工事施工管理技士 

積算 ①建築コスト管理士 ②建築積算士 ③一級建築士 

 

７ 参加に関する制限 
（１）企業体が提出できる参加表明書及び技術提案書はそれぞれ１点のみとする。 

（２）企業体となった者は、別の企業体として参加することはできない。また、別の企業

体の協力事務所となることはできない。 

（３） 協力事務所となった者は、本プロポーザルに企業体として参加することはできない。

また、複数の企業体の協力事務所となることはできない。 

（４）本プロポーザル審査委員会の委員が自ら設立し、又は役員、顧問等として実質的に

関係する者の参加は認めない。 

 

８ 実施スケジュール 

 実施内容 実施期間又は期日 

一
次
審
査 

プロポーザル公告 平成３０年１２月２１日（金） 

プロポーザル実施要領等の配布 
平成３０年１２月２１日（金）から 

平成３１年 １月２１日（月）まで 

現地視察の受入 平成３０年１２月２７日（木）(第１回) 

質問書の受付期間 
平成３０年１２月２１日（金）から 

平成３１年 １月 ８日（火）15 時まで 

質問書の回答期限 平成３１年 １月１５日（火） 

参加表明書等の受付期限 平成３１年 １月２１日（月）15 時まで 

第一次審査（書類審査） 平成３１年 １月２８日（月） 

選定・非選定通知書の送付 平成３１年 １月３０日（水） 

二
次
審
査 

技術提案書等の受付期間 
平成３１年 １月３０日（水）から 

平成３１年 ２月２１日（木）15 時まで 

現地視察の受入 平成３１年 ２月 ６日（水）(第２回) 

第二次審査 

（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 
平成３１年 ３月 １日（金） 

特定・非特定通知書の送付 平成３１年 ３月１８日（月） 

※提出期限を厳守すること。 

 

９ プロポーザル実施要領等の配布期間及び配布場所 

（１）配布期間 

   平成３０年１２月２１日（金）から平成３１年１月２１日（月）まで 

（２）配布場所 

   町ホームページ上「富士川町新庁舎整備」から入手すること。 
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１０ 現地視察の実施 
（１）実施日 

   第１回 平成３０年１２月２７日（木） 

第２回 平成３１年 ２月 ６日（水） 

（２）実施方法 

   現地視察希望者は希望日時を事務局に連絡し、事務局の承諾を得たうえで、視察を

行うこと。 

 

１１ 質問の受付及び回答 

 プロポーザル実施に係る質問及び回答は、次のとおり実施する。質問は要旨を簡素にま

とめ、質問書（様式２）により提出すること。 

（１）提出書類 

   質問書（様式２） １部 

（２）提出期限 

平成３１年１月８日（火）午後３時（必着） 

（３）提出方法 

   電子メールで提出すること。また、電子メール送信後、電話で確認すること。確認 

時間は平日の午前９時から午後５時までとする。（最終日は午後３時まで） 

（４）提出先 

「１７ 事務局」に記載するメールアドレス 

（５）回答期限 

平成３１年１月１５日（火） 

（６）回答方法 

   町ホームページ上「富士川町新庁舎整備」に掲載。 

 

１２ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルへ参加を表明する企業体（以下、「参加者」という。）は下記により

参加表明書等を提出すること。 

（１）提出書類 

   各書類（ア～セ）の記入方法については、「富士川町新庁舎建設基本設計業務プロ

ポーザル 提出書類作成要領」を参照すること。 

  ア 参加表明書（様式１）   １部 

イ 技術職員調書（様式３）  １部 

ウ 主要業務実績書（様式４－１(代表構成員用)、様式４－２(構成員用)） 各１部 

エ 管理技術者の経歴及び業務実績等（様式５）   １部 

  オ 建築（総合）担当主任技術者の経歴及び業務実績等（様式６） １部 

  カ 構造担当主任技術者の経歴及び業務実績等（様式７） １部 

  キ 電気設備担当主任技術者の経歴及び業務実績等（様式８） １部 

  ク 機械設備担当主任技術者の経歴及び業務実績等（様式９） １部 

  ケ 積算担当主任技術者の経歴及び業務実績等（様式１０） １部 

    ウからケの業務実績については、「５ 参加資格」の「（２）代表構成員 

ウ」に示す同種・類似業務と同様の条件とする。 

    ただし、エからケの配置予定技術者の業務実績は、元請けまたは設計共同体（出
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資比率の制限なし）として受託した実績も業務実績として認める。 

    ウについては、受託したことを証明する契約書の写し等を添付すること。なお、

設計共同体として受託した実績については、契約書の写しと出資比率が３０％以上

であることを証明する資料の写しを添付すること。 

    エからケについては、それぞれの様式の後ろに業務実績を証明する契約書の写し

及び業務に携わった立場が確認できる書類の写しを添付すること。 

また、各配置予定技術者の雇用関係のわかる雇用保険又は社員証の写し等及び保

有資格を証明する免許証や通知書の写し等を添付すること。 

  コ 特定設計業務共同企業体結成届（様式１１） １部 

  サ 特定設計業務共同企業体協定書（様式１２）の写し １部 

  シ 委任状（様式１３） １部 

  ス 協力事務所の名称等（様式１４） １部 

    協力事務所の協力を受ける場合は提出すること。なお、様式１４を提出した場合

は、協力事務所の事前承認を得たものとみなす。 

  セ 関連する建設業者及び製造業者の名称等（様式１５） １部 

    企業体及び協力事務所に関連する建設業者及び製造業者がいる場合は提出するこ

と。 

（２）提出期限 

平成３１年１月２１日（月）午後３時まで（必着） 

（３）提出方法 

必要事項を記載し、押印の上、クリップで留めて、直接窓口へ持参すること。受付

時間は平日の午前９時から午後５時まで（最終日は午後３時まで）に持参すること。 

（４）提出先 

「１７ 事務局」に記載する場所 

 

 

１３ 技術提案書等の提出 

（１）提出書類 

   技術提案書はアからウの順序で様式ごとにインデックスを付け、提出すること。 

提出部数は正本 1 部(代表者印押印のもの）、副本１２部（正本がカラー印刷の場

合、副本もカラー印刷とすること。副本は参加者が特定される記述やロゴマーク等

は削除すること）とする。作成方法については、「富士川町新庁舎建設基本設計業

務プロポーザル提出書類作成要領」を参照すること。 

  ア 技術提案書等提出書（様式１６） 正本１部 

   ①正本にのみ添付すること。 

  イ 技術提案書  （様式１７） 正本１部 副本１２部 

   ①技術提案書はＡ３横書き、１１ポイント以上（注釈や図表等の記載は除く。）で

作成すること。 

   ②提案趣旨やアピールしたい点などを簡潔に分かりやすく記載すること。 

   ③具体的な設計図、模型（模型写真含む）、透視図等（コンピューターグラフィッ

クスによるものも含む）を用いないこと。 
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   ④提案内容 

    技術提案にあたっては、配布資料の「富士川町新庁舎整備基本計画」並びに関係

法令等に留意し、提案すること。 

    【テーマ等】 

    ａ．業務実施方針（業務実施方針、業務実施体制、業務スケジュール） 

    ｂ．【テーマ１】富士川町新庁舎の設計におけるコンセプトを提案してください 

            ・技術提案書全体のコンセプト 

            ・意匠計画のコンセプト 

    ｃ．【テーマ２】新庁舎建設に伴う土地利用計画及び敷地の配置計画の考え方を

提案してください 

            ・現本庁舎周辺の高低差を考慮し、スムーズな動線や必要な緑

地面積を確保した土地利用計画、敷地の配置計画の考え方 

            ・町有地を有効活用するための既存町道付替えに対する考え方 

    ｄ．【テーマ３】新庁舎の空間構成及び想定される延床面積の考え方を提案して

ください 

            ・災害時の活動にも配慮した新庁舎の空間構成の考え方 

            ・上記の考え方等から導き出される想定延床面積の考え方 

    ｅ．【テーマ４】新庁舎における木材利用及び環境との共生を図るための考え方

を提案してください 

            ・木材利用に関する考え方 

            ・自然エネルギー、再生エネルギー活用についての考え方 

    ｆ．【テーマ５】ライフサイクルコスト（イニシャルコスト・ランニングコス

ト）縮減に向けた考え方を提案してください 

            ・事業費（新庁舎供用開始までにかかる建設費等）縮減のため

の考え方 

            ・維持管理費縮減のための考え方 

    ｇ．【テーマ６】安心・安全な庁舎実現に向けた庁舎整備の考え方を提案してく

ださい 

            ・災害対策拠点としての役割を十分に果たすための構造計画・

耐震性の確保・必要な機能などの考え方 

            ・庁舎のセキュリティを確保するための考え方 

   ⑤表紙を含めて、４ページ以内で片面印刷とすること。 

ウ 見積書（任意様式） 正本１部  

    技術提案書の内容に基づく見積書を作成すること。 

なお、見積書は税抜きとし、通貨は日本円とする。 

（２）提出期限 

   平成３１年２月２１日（木）午後３時まで（必着） 

（３）提出方法 

   必要事項を記載し、押印の上、直接窓口へ持参すること。受付時間は、平日の午前

９時から午後５時まで（最終日は午後３時まで）に持参すること。 

（４）提出先 

   「１７ 事務局」に記載する場所 
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１４ 審査方法 

（１）審査委員会 

   プロポーザルの審査を公正に行い、契約の相手方となる受託候補者及び次点者を選

定するため、「富士川町新庁舎建設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。）を設置する。審査は一次審査及び二次審査の二段階選定方

式で行い、あらかじめ定められた「富士川町新庁舎建設基本設計業務プロポーザル審

査基準（以下「審査基準」という。）」に基づき、審査委員会で公正な審査を行い、

随意契約の相手方となる受託候補者及び次点者を選定する。 

   なお、本業務委託の実施にあたり、技術提案書の内容をそのまま実施することを約

束するものではないことに留意すること。選定後、受託候補者と委託者は、技術提案

の内容をもとに、業務の履行に必要な具体的な履行条件などの協議と調整（以下「交

渉」という。）を行った上で、見積書を徴取し、契約手続きを行う。交渉がまとまら

ない場合又は受託候補者に事故等があり、見積書の徴取が不可能となった場合は、次

点者に選定された者と交渉を行うものとする。 

 

（２）第一次審査 

参加表明書等の内容について書類審査を行い、５者程度を選定する。 

 

審査項目 配点 審査事項 

業務実績 ４０点 
代表構成員及び構成員の同種・類似業務実績

について審査する。 

配置予定技術者 ６０点 

配置予定技術者の経験年数、保有資格、同

種・類似業務実績、手持ちの業務量（繁忙

度）について審査する。 

（３）第二次審査 

  ア 実施予定日 

    平成３１年３月１日（金） 

  イ 第一次審査で選定された者から提出された技術提案書等の内容について、プレゼ

ンテーション及びヒアリングを実施したうえで審査し、受託候補者及び次点者を特

定する。 

審査項目 配点 審査事項 

一次審査の得点 ５０点 一次審査（１００点満点）の得点を５０点満点換算。 

業務実施方針 ３０点 
業務実施方針や業務実施体制、業務スケジュールを審

査する。 

技術提案書 ９０点 
設定したテーマに対する技術提案について、的確性・

独創性・実現性を審査する。 

プレゼンテーショ

ン及びヒアリング 
２０点 

プレゼンテーション及びヒアリングにより、審査す

る。 

見積書 １０点 
十分な業務体制を確立した上で、低廉かつ妥当性のあ

る見積もりとなっているか審査する。 

  ウ 審査は非公開とする。 



 

10 

 

  エ プレゼンテーション及びヒアリング実施方法 

   ①準備１０分、プレゼンテーション２０分、ヒアリング１０分程度とする。 

   ②プレゼンテーションは提出された業務実施方針及び技術提案書に基づき行うこ

と。あらかじめ提出した技術提案書以外の資料、具体的な設計図、模型（模型写

真含む）、透視図等（コンピューターグラフィックスによるものも含む）は審査

の対象外であり、提出や使用は禁止とする。 

   ③出席者は、配置予定技術者から４名以内とし、管理技術者、建築（総合）担当主

任技術者を含むこと。 

   ④プレゼンテーション及びヒアリングに参加しない場合は失格とする。 

    ただし、交通機関等の事故等、真にやむを得ない理由があると認められる場合

は、この限りではない。 

   ⑤パソコンやプロジェクターなど、プレゼンテーションに機器が必要な場合は各自

で用意すること。なお、スクリーンについては会議室の壁面を使用してもよい。 

  オ その他 

    総得点が１位又は２位であっても特記仕様書に沿わない場合や、得点が著しく低

い審査項目がある場合は、受託候補者又は次点者に特定しないことがある。 

 

１５ 審査結果の通知 

（１）第一次審査 

  ア 通知時期 平成３１年１月３０日（水）発送予定 

  イ 通知方法 参加者全てに書面により通知する。 

なお、非特定通知を受け取った参加者は通知をした翌日から起算

し、７日以内（休日は含まない）に、書面を持参することにより、

非特定理由について、説明を求めることができる。回答は書面で行

うものとする。 

（２）第二次審査 

  ア 通知時期 平成３１年３月１８日（月）発送予定 

  イ 通知方法 第二次審査参加者全員に書面により通知する。 

    参加者が１者の場合でも審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たすと認め

られる場合は、その参加者を受託候補者として選定し、交渉を行う。受託候補者

は協議を行う際、プレゼンテーション時の質疑応答において確認された業務内容

に関する記録を提出することとする。 

    なお、非特定通知を受け取った参加者は通知をした翌日から起算し、７日以内

（休日は含まない）に、書面を持参することにより、非特定理由について、説明

を求めることができる。回答は書面で行うものとする。 

 

１６ 留意事項 

（１）次に該当する場合については失格とする。 

  ア 本実施要領の規定に違反した記載がされている場合。 

  イ 虚偽の内容が記載されている場合。 

  ウ プロポーザル実施要領に定める手続き以外の方法で、審査委員又は関係者から直

接的又は間接的に、本プロポーザルに関する連絡を求めたり、援助を受けたりした



 

11 

 

場合。 

（２）提出書類の著作権は参加者に帰属するものとし、提出者に無断で使用しないものと

する。ただし、町は本プロポーザル手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲にお

いて、提出書類の複製、記録及び保存を行い、使用できるものとする。 

（３）受託候補者及び次点者に特定された者については、技術提案書を公開することがあ

る。 

（４）参加者は、参加表明書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様

式自由）を提出すること。 

（５）提出後の技術提案書等の修正又は変更はできないものとする。 

（６）提出された書類等は返却しない。 

（７）本業務の内容は、本町が定める契約書のほか特記仕様書に基づくが、技術提案書及

びヒアリングなどの提案内容により、本町が必要と判断する場合は特記仕様書に反

映するものとする。 

（８）応募に際して要した費用は参加者負担とする。 

（９）受託候補者が契約までに、応募資格等を喪失した場合や、契約に際して事故がある

場合は、次点者を受託候補者とする場合がある。 

（１０）本業務受託者（協力事務所含む）と資本面、人事面等において関連する者（建設

業者又は製造業者）は工事入札に参加し、又は当該工事を請負うことができない。

関連する者とは次に示すとおりとする。 

ア 本業務受託者に対し、５０％を超える株式の保有や出資をしている者。 

イ 本業務受託者から、５０％を超える株式の保有や出資を受けている者。 

ウ 本業務受託者が代表権を有する役員となっている者。 

エ 本業務受託者に対し、代表権を有する役員となっている者。 

（１１）本要領に規定されていない事項が発生した場合の取扱いについては、審査委員会

と事務局が協議し決定する。 

（１２）今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更又

は中止をする場合がある。この場合、受注者に対して町は一切の責任を負わないも

のとする。 

 

１７ 事務局 
富士川町役場管財課施設整備担当 

〒400－0592 

山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134 

TEL：0556－22－7206    

E‐mail：kanzai@town.fujikawa.lg.jp 


