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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 提出書類作成要領 

 

本業務における提出書類の作成については、富士川町新庁舎建設基本設計業務プロポ

ーザル実施要領（以下「実施要領」という。）、富士川町新庁舎建設基本設計業務委託特記

仕様書（以下「特記仕様書」という。）及び本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（以下「作成要領」という。）によるものとする。 

 

１ 参加表明書等の提出方法 

（１）提出書類 

   参加表明書提出時に必要な書類（以下「参加表明書等」という。）は次に掲げるも

のとする。 

  ア 参加表明書（様式１） 

  イ 技術職員調書（様式３） 

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)） 

    業務実績を証明するための契約書の写しを添付すること。設計共同体（出資比率

３０％以上に限る。）の実績を記載する場合は、契約書の写し及び出資比率がわか

る書類の写しを添付すること。 

  エ 管理技術者の経歴及び業務実績等（様式５） 

    業務実績を証明するための契約書の写し、業務実績に携わった立場がわかる資料

の写し、雇用関係のわかる雇用保険、社員証等の写し及び保有する資格を証明する

ための免許証等の写しを添付すること。 

（以下、オ（様式６）からケ（様式１０）までも同様に添付すること。） 

  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） 

  カ 構造担当主任技術者の経歴及び業務実績等（様式７） 

  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） 

  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） 

  ケ 積算担当主任技術者の経歴及び業務実績等（様式１０） 

コ 特定設計業務共同企業体結成届（様式１１） 

  サ 特定設計業務共同企業体協定書（様式１２）の写し 

  シ 委任状（様式１３） 

  ス 協力事務所の名称等（様式１４） 

  セ 関連する建設業者及び製造業者の名称等（様式１５） 

 

（２）書式等 

  ア 参加表明書等はすべて片面使用とし、「日本工業規格 A4」とする。 

  イ 文字フォントは明朝体とし、ポイント数は１１ポイントとする。 

  ウ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単価は日本語、日本円、日本の標準時及び

計量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位に限ります。 

 

（３）提出方法 
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  ア 事務局まで直接持参すること。 

  イ 電子メールによる提出は受理しない。 

  ウ 要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

  エ 提出された書類は返却しない。 

  オ 「１（１）提出書類」は、クリップで留めて提出すること。 

 

２ 参加表明書等の記載要領及び注意事項 

（１）基本事項 

   参加表明書等は第二次審査の技術提案書の提出及びプレゼンテーション・ヒアリン

グの要請者を選考するための資料とする。 

（２）参加表明書（様式１） 

  ・提出日を記載すること 

・（提出者）のところに特定設計業務共同企業体名と代表構成員及び構成員の所在

地、商号又は名称、代表者名、電話番号、建築士事務所登録番号を記載の上、

代表者印を押印すること。 

  ・担当者欄に本プロポーザルにおける担当者の情報を記載すること。 

（３）技術職員調書（様式３） 

   ・本プロポーザル公告時点（平成３０年１２月２１日現在）の代表構成員及び構成

員に所属している各分野の技術者数について記載すること。なお、構成員につい

ては（ ）内に記載すること。 

   ・複数の分野を担当する職員は、最も専門とする分野に含めること。重複は不可と

する。 

   ・資格を複数有している職員については、いずれか一つの資格の保有者とすること。

重複は不可とする。 

（４）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)） 

・代表構成員、構成員ともに提出すること。 

・本様式における業務実績とは、平成１１年４月１日から平成３０年１２月２１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）または類似施設（※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とする。 

※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２，００

０㎡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、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。 
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   ・実績は同種施設、類似施設を各１件とし、延床面積（「⑩延床面積」）の最も大き

いものを記載すること。該当する実績がない場合は空白で提出すること。 

ただし、代表構成員については、同種施設または類似施設いずれかの実績を有し

ていなければ参加できない。 

・「①業務名」については、実施設計の業務名（基本設計と実施設計を一括受注し

た場合はその業務名）を記載すること。 

   ・「②用途」については、国土交通省告示第１５号別添二の建築物の用途等の該当

するものを記載すること。 

   ・「③発注者」については、省庁名、都道府県名または市区町村名を記載すること。 

   ・「④単独・共同体」については、単独で受託した場合は「単独」、設計共同体等複

数で受託した場合は「共同体」と記載し、共同体の場合は出資比率を（ ）内に

記載すること。 

   ・「⑤請負代金」については、その業務委託の税抜きの金額を記載すること。 

   ・「⑥新築・増築・改築」については、該当するものを○で囲むこと。 

   ・「⑦構造」「⑧階数」「⑨敷地面積」については、設計した施設の構造、階数及び

敷地面積を記載すること。 

    なお、増築、改築設計業務については増築又は改築部分を、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構造、階数、敷地面積を記載すること。 

   ・「⑩延床面積」については、新築の場合は施設全体の延床面積を、増築、改築設

計業務の場合は増築又は改築部分の延床面積を記載すること。また、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を記載すること。 

    なお、増築、改築設計業務の場合は、増築、改築部分の延床面積が２，０００㎡

以上のものを実績とみなし、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㎡以上のものを実績とみなす。 

   ・「⑪設計期間」については、記載した設計業務の業務開始月と業務完了月を記載

すること。 

 

（５）各技術者の経歴及び業務実績等（様式５から様式１０） 

   ・経歴については必要事項を記載すること。管理技術者については一級建築士とし

ての経験年数を記載すること。保有資格については、管理技術者は「一級建築士」

を必ず記載し、各担当技術者は下表を参考に評価順位の高いもの２つを記載する

こと。 

    なお、雇用関係が確認できる保険証や社員証等の写し及び保有する資格を証明す

る免許証等を添付すること。 

 

 

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 
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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 

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 

 

   ・業務実績については、同種施設及び類似施設を各１件記載すること。各技術者の

業務実績の評価は下表の立場による。該当する実績がない場合は空白で提出する

こと。主要業務実績書（様式４－１、様式４－２）の業務実績と同条件とするが、

配置予定技術者の業務実績（様式５から様式１０の業務実績）では、元請け又は

設計共同体（出資比率の制限なし）として受託した実績を業務実績として認める。

記載方法も同様とする。「⑥立場」については、記載した設計業務における役割

名を記載すること。（例：管理技術者、○○担当主任技術者、○○担当等） 

    なお、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。 

 

分担業務分野 携わった立場（①②③の順で評価する） 

管理技術者 

①管理技術者又はこれに準ずる立場 

②各担当主任技術者又はこれに準ずる立場 

③担当技術者又はこれに準ずる立場 

各担当主任技術者 
①管理技術者及び各担当主任技術者又はこれに準ずる立場 

②担当技術者又はこれに準ずる立場 

 

   ・手持の業務量（繁忙度）については、プロポーザル公告日（平成３０年１２月２

１日）現在の手持設計業務（基本設計または実施設計）を記載すること。（民間

の設計業務及び特定後未契約のものを含む。） 

   ・手持の業務量（繁忙度）の施設名及び所在地については、基本設計または実施設

計を行っている施設名（例：○○市役所）を上段に、下段に所在地（例：○○県

○○市）を記載すること。 

また、立場については、設計業務における担当名（管理技術者、○○担当主任技

術者、○○担当）を記載し、履行期間については、受託している設計業務の履行

期間を記載すること。 

 

（６）特定設計業務共同企業体結成届（様式１１） 

   ・特定設計業務共同企業体結成届については、日付及び特定設計業務共同企業体の
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名称を記載し、特定設計業務共同企業体の代表構成員及び構成員の住所、商号ま

たは名称、代表者名を記載し、代表者印を押印すること。 

 

（７）特定設計業務共同企業体協定書（様式１２） 

   ・協定書については、各１部保有し、写しを１部提出すること。 

   ・必要事項を記載し、網掛けを消すこと。 

 

（８）委任状（様式１３） 

   ・必要事項を記載すること。 

   ・使用印欄については、本業務を受託した場合に使用する印を押印すること。 

 

（９）協力事務所の名称等（様式１４） 

   ・協力事務所の技術者を配置する場合は、本様式を提出すること。 

   ・商号又は名称、所在地及び代表者については、記載すること。 

   ・主要業務実績については、本業務に配置する担当技術者の業務実績に留意して記

載すること。対象となる業務実績は本作成要領「２．（５）各技術者の経歴及び

業務実績等」の条件と同様である。 

   ・分担業務分野については、協力事務所の行う業務分野を記載すること。 

   ・協力を受ける理由及び協力を受ける具体的な内容を記載すること。 

   ・協力事務所が３者以上いる場合については、本様式を複製し使用すること。 

    なお、左の番号については、適宜修正すること。 

 

（１０）関連する建設業者及び製造業者の名称等（様式１５） 

   ・参加者等（代表構成員、構成員及び協力事務所）と資本面、人事面等において関

連する建設業者または製造業者（以下、「関連する業者」という。）がいる場合に

ついては必要事項を記載し、提出すること。 

    ※関連する業者とは、 

    ①参加者等に対し、５０％を超える株式の保有や出資をしている者 

    ②参加者等から、５０％を超える株式の保有や出資を受けている者 

    ③参加者等が代表権を有する役員となっている者 

    ④参加者等に対し、代表権を有する役員となっている者 

   ・関連する業者の名称については、業者名を記載し、下段に括弧書きで関連のある

本プロポーザル参加業者名を付記すること。 

    （例：代表構成員の関連会社の場合は、括弧内に代表構成員名を記載する。） 

   ・関連する形態については、上記の「※関連する業者とは」の該当するものを記載

すること。 

   ・関連する業者が３者以上いる場合については、本様式を複製し使用すること。 

    なお、左の番号については、適宜修正すること。 
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３．技術提案書の提出方法 

（１）提出書類 

   技術提案書提出時に必要となる書類（以下「技術提案書等」という。）は次のとお

りとする。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。 

   ア 技術提案書等提出書（様式１６）A4 縦  正本１部 

   イ 技術提案書  （様式１７）A3 横    正本１部 副本１２部 

   ウ 見積書    （様式任意）       正本１部 

 

（２）書式等 

   ①用紙の大きさは「日本工業規格 A４及び A3」とし、全て片面使用とすること。 

   ②使用する文字フォント及びポイント数は１１ポイント以上（注釈や図表等の記載

は除く。）とする。 

   ③書類等の作成に用いる言語、通貨及び単価は、日本語、日本円、日本の標準時及

び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

 

（３）提出方法 

   ①事務局まで持参すること。 

   ②電子メールによる提出は受理しない。 

   ③要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

   ④提出された技術提案書等は返却しない。 

   ⑤様式１６及び様式１７については左上をホチキス等で留めて提出すること。 

 

４．技術提案書等の記載要領及び注意事項 

（１）基本事項 

   技術提案書等は第二次審査に使用し、受託候補者及び次点者を特定するための資料

とする。 

（２）技術提案書等提出書（様式１６）  

   必要事項を記載、押印し、正本にのみ添付すること。 

（３）技術提案書（様式１７）  

   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。また、技術

提案にあたっては、「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。提案内容は次のａ～ｇのとおり。表紙を含めて４ページ以内で片面印刷

とすること。「（様式１７）」を残し、枠内を自由に使用すること。 

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 
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    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（新庁舎共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 

 

※技術提案書作成の注意事項 

  ①東側駐車場北側に隣接する民有地については、「富士川町新庁舎整備基本計画」の

配置計画の中に含まれていないが、現在用地交渉中であるため、技術提案書の作

成に際しては敷地に含めて提案することを可能とする。 

  ②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。 

 

（４）見積書（様式任意）  

   ①正本にのみ添付すること。 

   ②技術提案書の内容に基づく見積書を作成すること。 

   ③見積書は税抜きとし、通貨は日本円とする。 

 

 


