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（仮称）三宅町複合施設基本設計・実施設計等業務プロポーザル実施要項

１ 本実施要項の目的

本町では、教育・福祉・保健が連携した総合的な子ども支援施策を展開することにより、子どもの

健全育成ができる地域、子育てを支えることができる地域づくりを進めていきたいと考えており、子

どもから大人まで共に学べる生涯学習の場、地域で子どもを育てる子育て支援の場、町民が笑顔で交

流できるふれあいの場、これらが一つになった拠点づくりの整備に向け、平成29年度に「三宅町複合

施設整備基本構想」を策定しました。

また、現在「三宅町複合施設整備基本計画」を策定中であり、基本計画では、当該施設のあり方を

検討するに当たって町民との話し合いにより、町民意見を集約・反映した拠点の基本理念とそれに対

応した基本的な役割や機能等を示すとともに、施設の整備後も継続的に町民が関われる仕組みづくり

について来年度以降も継続的に取り組んでいくこととしています。

つきましては、このたび地域の拠点となる三宅町複合施設を建設するにあたり、基本設計・実施設

計等業務を委ねるにふさわしい設計者を選定するため、本要項により手続き等必要な事項を定めるも

のです。

なお、本プロポーザルは、平成31年度当初予算の成立を前提に準備行為として行うものであり、予

算成立した場合、本プロポーザルにより選定した設計者と契約を締結することとするため、選定につ

いては、予算の成立を条件とする点を留意して応募してください。

２ 業務の概要

（１）業 務 名 （仮称）三宅町複合施設基本設計・実施設計等業務委託

（２）業務内容

施設建設にかかる基本設計・実施設計、敷地測量調査、地盤調査、広場及び

外構工事設計、中央公民館解体設計、国庫補助申請支援、計画通知ほか法令

を遵守した申請手続きを含む本町が必要とする業務等

※施設建設工事監理は本契約に含まない。

（３）履行期限 平成 32 年 2 月 28 日

（４）建物概要
設計の対象となる建物の概要は、Ｐ10～「三宅町複合施設建設にかかる設計

与条件」による。

（５）事 務 局

〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地

三宅町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課

電話 :０７４５－４４－３０７０（直通）

ＦＡＸ：０７４５－４３－０９２２（代表）

電子メール：seisaku@town.miyake.lg.jp

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15 分

（但し、土日祝日及び平日の正午から午後 1時を除く。）

（６）業務限度額 ６６，１３７千円（消費税及び地方消費税を含む。）
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３ 応募資格

本プロポーザルに参加できる者は、単体企業又は２者以上で構成される設計共同体（以下、「提案事務所」

という。）とします。また、必要に応じて協力者（以下、「協力事務所」）（※１）を設けることができま

す。協力事務所は単体企業としての参加及び設計共同体の構成員として重複して参加することはできません

が、複数の提案事務所の協力事務所として参加することは可能です。

（※１）単体企業又は設計共同体の構成員以外の者で、事業開始後、選定事業者から直接業務を受託し、又は請

け負うことを予定している者を指します。

（１）前提となる要件

提案事務所及び協力事務所はそれぞれ以下の①～⑥全てを満たさなければなりません。

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者であるこ

と。

② 提案書を提出する日以降に、奈良県並びに町から指名停止を受けていない者であること。

③ 国税及び地方税を滞納していない者、又は代表者が滞納していない者であること。

④ 民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続中

でないこと。

⑤ 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て中又は更生手続中

でないこと。

⑥ 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2号に規定

する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。

（２）基本的要件

提案事務所は以下の①～⑦全てを満たさなければなりません。

① 提案事務所の代表者が所属又は代表する企業が建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の

規定による一級建築士事務所登録をしていること。

② 提案事務所の代表者は、本業務が完了するまで本業務を責任もって総括する立場（以下、「管

理技術者」という。）として従事すること。

③ 管理技術者及び「意匠」、「構造」、「積算」、「電気設備」、「機械設備」、「広場デザ

イン」の主任技術者（※２）をそれぞれ１名ずつ配置できること。但し、管理技術者は各主

任技術者を兼任することはできるものとします。

（※２）意匠を除く各主任技術者には、協力事務所から配置することができます。

④ 管理技術者及び各主任技術者（ただし、広場デザイン主任技術者を除く）は、建築士法第２

条に規定する一級建築士の資格を有すること。

⑤ 管理技術者が延床面積1,000㎡以上の完成した建築物（設置主体の公・民は問わない。）の

建築設計の責任者（※３）として実績を有すること。

（※３）「管理技術者」、「主任技術者」又はこれと同等と認められる立場とします。また、過去に所

属した一級建築士事務所での実績も対象とします。

⑥ 平成20年4月以降に、公の施設（※４）の新築に関する設計業務に携わった実績を有するこ

と。
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（平成20年４月以降に設計が完了し、工事に着手した施設の設計業務）

（※４）住民の福祉を増進する目的をもってその利用を供するための施設（公益施設含む）

⑦ 提案事務所が設計共同体の場合、参加表明書の提出時までに設計共同体を組織し、設計共同

体を構成する全構成員（※５）が前項（1）①～⑥を満たすこと。

（※５）設計共同体の構成員は、本プロポーザルに係る他の提案事務所の構成員と重複することはで

きません。

４ 応募の制限

（１）一応募者につき提案は一つとします。

（２）次に掲げる者は本プロポーザルに参加できません。

①「５ 審査委員会」の委員及びその家族

②「５ 審査委員会」の委員及びその家族が自ら主宰又は役員、顧問等として実質的に関係

する組織に所属する者

③「三宅町複合施設整備基本計画策定業務」受託者（ランドブレイン㈱大阪事務所）及びそ

の家族

５ 審査委員会

設計者の選定にあたっては、「三宅町公募型プロポーザル方式等による委託業務事業者選定審査会設置条

例」（平成30年条例第11号）第3条第2項に基づく委員で組織する「三宅町複合施設設計者選定審査委員会」

（以下、「審査委員会」という。）により選定を行います。

６ 失格

本プロポーザルにおいて、次のいずれかに該当すると審査委員会が認めた場合は、失格となります。

（１）提出図書が、提出方法、提出先及び提出期間に適合しない場合

（２）提出図書が、各作成要領に定められた様式及び記載上の留意事項に適合しない場合

（３）提出図書に、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合

（４）提出図書に、虚偽の内容が記載されている場合

（５）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合

（６）他者の提出図書を盗用した疑いがある場合

（７）その他、実施要項に違反すると認められた場合

７ 接触の禁止

また、本プロポーザルの公告から第二次審査の結果が公表されるまでの間において、本件に関して、以

下の者に、直接、間接を問わず接触をした場合は失格となります。

（１）「５ 審査委員会」の委員

（２）「２ 業務の概要（５）事務局」に所属する関係職員（手続きによる接触は可能）
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（３）「三宅町複合施設整備基本計画策定業務」受託者（ランドブレイン㈱大阪事務所）

８ 審査方法及び評価項目

本プロポーザルは、公募型プロポーザルとします。審査は二段階審査方式で実施し、選定にあたっては、

第一次審査と第二次審査の得点を合算するものとします。

なお、第一次審査と第二次審査の合計得点が同一となった場合は、審査委員会で協議の上、順位付けを行

うこととします。

（１）第一次審査（満点：100点）

参加表明書に基づく資格審査と併せて技術提案書及び設計見積書に基づく審査を行い、第二次

審査対象者を５者程度に選定します。ただし、第一次審査委員の平均得点が満点の60％（60点）

に満たない場合は、二次審査の対象としないものとします。

（２）第二次審査（満点：50点）

技術提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、設計等業務受託候補者

及び次点候補者を選定します。ただし、第二次審査委員の平均得点が満点の60％（30点）に満た

ない場合は、設計等業務受託候補者及び次点候補者に選定しないものとします。

（３）提案者が１者のみの場合の取扱い

技術提案書等の提出者が１者のみの場合においても、上記（１）（２）の審査方法により審査

を行います。

９ プロポーザルの取り止め

参加表明書等の提出者又は技術提案書等の提出者がない場合は、本プロポーザルを取り止めます。

10 参加表明書等の作成

参加表明書等については、Ｐ12～「参加表明書等作成要領」に基づき作成すること。

11 技術提案書等の作成

技術提案書及び設計見積書については、Ｐ15～「技術提案書等作成要領」に基づき作成すること。

審査項目 配点 主な審査事項

１ 事務所の実績（業務経歴等） 15点 同種・類似業務実績

２
担当チームの能力（技術職員の

経験と能力）
15点 管理技術者及び主任技術者の業務実績・経験

３
技術提案書（業務の実施方針・

手法及び提案）
60点

業務の実施方針の妥当性、提案の的確性・独創

性・実現性

４ 設計見積書 10点 設計見積価格

審査項目 配点 審査事項

１
技術提案書に基づくプレゼン

テーション及びヒアリング
50点

提案の妥当性、提案の具体性、取り組み意欲

等



5

12 プレゼンテーション及びヒアリングの実施

第二次審査でのプレゼンテーション及びヒアリングは、Ｐ15～「技術提案書等作成要領」によります。

13 「技術提案」の内容

「（仮称）三宅町複合施設設計基本方針」を踏まえ、業務の実施方針について記載するとともに、テーマ

についての考え方、課題、課題の解決方法等について提案してください。

（１）コンセプトに基づく施設整備

① 各種拠点機能（子育て支援、生涯学習、産業振興、町民交流、情報発信）を持たせ、常時利

用者が出入りし、賑わいや魅力が創出される中枢（ハブ）拠点として整備する。

② 町内での“しごと”の拠点として、地域産品の販売やコワーキングスペースの整備、隣接す

る商工会と連携した支援を行う。

③ 機能連携による公共サービスの質を高めるとともに、効果的な施設運営（公設民営、町民主

体の施設運営等）に取り組む。

④ 共用スペースを中心として各機能を配置することで、子どもから大人までの町民が顔を合わ

せられる施設とする。

⑤ 住民に趣味等の気軽な楽しみ方や日常生活を充実させることができる“自分の居場所”と思

われる三宅町の中心的施設とする。

（２）技術提案にかかるテーマ

三宅町複合施設設計基本方針に掲げるコンセプトを念頭に置き、町民プロジェクトチーム会議

の「三宅町複合施設運営方針（案）」も踏まえ、以下のテーマについて独創性と実現性のある斬

新なアイディアを求めます。

① 使い方によって自由に変形できる空間

② 町民が笑顔で交流できるふれあいの場

③ 子どもから大人まで共に学べる生涯学習の場

④ 地域で子どもを育てる子育て支援の場

⑤ 地域の魅力を創出するデザイン

⑥ その他独自提案

14 手続き等

（１）第一次審査

① 参加表明書等の提出

提出場所 ：２の（５）の事務局

提出期限 ：平成 31 年１月 30日（水）午後 5時 15 分必着

提出方法 ：持参又は郵送（配達証明付のものに限る。）すること。

受付通知 ：受付番号の交付は、提出図書の範囲において３の応募資格を確認の上、様式１

の担当者宛に平成 31 年 2 月 1 日（金）に電子メールにて通知する。



6

② 質問の受付と回答

受付方法 ：様式 11 にて持参又は郵送（配達証明付のものに限る。）、FAX、電子メールによ

ること。なお、FAX 及び電子メールによる場合は送信後必ず電話により受信確

認をすること。確認なく提出書類が未着の場合でも事務局は責を負いません。

受 付 先 ：２の（５）の事務局

受付期間 ：平成 31 年 1 月 11 日（金）～平成 31年 1月 18 日（金）午後 5時 15分必着

回答予定日 ：平成 31 年 1 月 23 日（水）三宅町ホームページにおいて回答します。

そ の 他 ：質問書及びそれに対する回答の内容は、本要項の追加または修正とみなします。

③ 技術提案書等の提出

提出場所 ：２の（５）の事務局

提出期限 ：平成 31 年 3 月１日（金）午後 5時 15分必着

提出方法 ：持参又は郵送（配達証明付のものに限る。）すること。

④ 第一次審査結果の通知

第一次審査の結果は、平成 31 年 3 月 18 日（月）（予定）に書面により通知（郵送）します。

なお、結果に関する質問等には回答しません。

（２）第二次審査

① 技術提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリング

実施場所 ：三宅町役場 ３階 第１会議室（奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地）

実 施 日 ：平成 31 年 3 月 25 日（月）（予定）

実施方法 ：技術提案書に基づく説明と質問に対する回答

（持ち時間は、説明、質疑合わせて 30分程度を予定しています。）

出席通知 ：第一次審査の結果通知と併せて、第一次審査で選定された者に書面により通知

（郵送）します。

② 第二次審査結果の通知

第二次審査の結果は、平成 31 年 3 月 26 日（火）（予定）以降に、第二次審査を受けた者に

書面により通知（郵送）します。

（３）選定結果の公表等

選定結果に関する次の内容については、平成31年3月29日（金）（予定）以降に、三宅町ホ

ームページにより公表するものとします。

① 設計等業務受託候補者及び次点候補者の名称

② 設計等業務受託候補者及び応募事業者の評価点

③ 設計等業務受託候補者の企画提案書

（４）当該プロポーザルは、平成31年度の予算成立を前提に準備行為として行うものであり、予算

が成立しない場合は、当該プロポーザル及び設計等業務受託候補者及び次点候補者の選定は無

効となるため、該当設計者には速やかに連絡します。
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15 現地見学会の実施

主催者による事業予定地の現地見学会等は予定していません。提案にあたって、現地視察を実施する場合、

周辺居住者等へ迷惑のないようご配慮ください。

16 契約の締結

第二次審査において選定された設計業務受託候補者との協議が整った場合は、平成31年4月1日（月）以降、

速やかに当該者と契約を締結します。なお、協議が不調となった場合は、次点候補者を交渉権者とします。

17 プロポーザルの日程

18 その他

（１）手続きにおいて使用する言語等

使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成4年

法律第51号）に定める単位とします。

（２）実施要項及び関連情報の公開方法

２の（５）の事務局での配布及び三宅町ホームページに掲載します。

（３）無効となる参加表明書、技術提案書

参加表明書又は技術提案書が次の条件の一つでも該当する場合には無効となることがあり

ます。なお、無効となったときは、その時点でプロポーザルの参加資格を失います。

区分 内 容 日 程 備 考

第

一次

審査

公告 平成31年1月11日（金）

実施要項等の配布期間
平成31年1月11日（金）～

平成31年1月30日（水）

事務局窓口にて配布

町ホームページからのダウンロ

ードも可

質疑の提出期間
平成31年1月11日（金）～

平成31年1月18日（金）

提出方法：持参、送付、FAX、電

子メール

質疑の回答 平成31年1月23日（水）
回答方法：町ホームページに掲載

及び窓口に配架

参加表明書提出期限 平成31年1月30日（水）

受付番号交付 平成31年2月１日（金） 通知方法：電子メール

技術提案書提出期限 平成31年3月１日（金） 提出方法：持参又は送付

第一次審査委員会 平成31年3月15日（金）（予定）

第一次審査結果通知及

び第二次審査参加通知
平成31年3月18日（月）（予定） 通知方法：書面

第

二次

審査

第二次審査委員会 平成31年3月25日（月）（予定）
プレゼンテーション及びヒアリ

ング審査

第二次審査結果通知 平成31年3月26日（火）（予定）
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① 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。

② 作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項等に示された条件に適合しないもの。

③ 虚偽の内容が記載されているもの。

④ 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの。

⑤ その他、審査委員会が不適格と認めるもの。

（４）受注資格の喪失

本件業務を受注した設計事務所等（協力を受ける他の設計事務所等を含む。）が製造業及び

建設業と資本面、人事面等において関連があると認められる場合、当該関連を有する製造業及

び建設業の企業は、本件業務にかかる工事の入札に参加し、又は当該工事を請負うことができ

ません。

（５）参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出等に伴う費用

参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出、プレゼンテーション・ヒアリングにかかる

費用の全ては提出者の負担となります。

（６）参加表明書等及び技術提案書等の差替え・再提出

提出後の差し替え、再提出は一切認めません。

（７）参加表明書に記載した配置予定の技術者

病休、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更できません。

（８）参加表明書に記載した協力事務所

原則として変更できません。

（９）設計者の業務

① 契約対象となる設計内容は、技術提案書の内容及びヒアリング内容に拘束されないものとし

ます。

② 詳細な業務内容は、契約締結時の仕様書によります。

（10）参加表明書等及び技術提案書等に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書等

を無効にするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがあります。

（11）第二次審査の対象となった者は公表することがあります。

（12）提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがあります。

（13）提出された参加表明書等及び技術提案書等は返却しません。

（14）提出された技術提案書等にかかる著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、それぞれの

提出者に帰属するものとします。なお、技術提案書等の中で第三者の著作物を使用する場合は、

著作権法に認められた場合を除き、第三者の承諾を得てください。第三者の著作物の使用に関

する責は、使用した提出者に帰するものとします。

（15）本プロポーザルのために三宅町から受領した資料等は、三宅町の了解なく公表、使用するこ

とはできません。

（16）三宅町は選定された技術提案書等の内容に拘束されないものとします。
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（17）参加表明後に辞退するときは、速やかに辞退届（任意）を提出してください。

（18）電話、FAX、郵送等の通信事故については、三宅町はいかなる責任も負いません。

（19）この要項に定めるもののほか、必要な事項については三宅町が別に定めます。
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（仮称）三宅町複合施設建設にかかる設計与条件

１ 建設予定地の概要

（１）所在地：奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地

（２）用地面積：7,600.5 ㎡（三宅町役場敷地内）

（３）用途地域等：

① 用途地域 ：第一種住居地域

② 建ぺい率 ：60％

③ 容積率 ：200％

④ 防火指定 ：なし

⑤ 高度利用地区 ：なし

⑥ 日影規制 ：４時間－２．５時間

⑦ その他の指定 ：20ｍ高度地区

（４）接道状況：

東側 町道三宅 81 号線（認定幅員 3.7ｍ～4.7ｍ）

南側 町道三宅２号線（認定幅員 6.9ｍ～7.2ｍ）

西側 町道三宅３号線（認定幅員 6.5ｍ～6.5ｍ）

※詳細については、三宅町まちづくり推進部 産業管理課に問合せのこと。

（５）備考：

・敷地内には庁舎、文化ホールがあり、複合施設の建設は「増築」とする。

・建設予定地の西側の中央公民館については複合施設の整備後に解体し広場及び駐車場を整備

する予定。

・建設予定地内は現在、三宅小学校児童の通学路となっている。

〈用地の概要図〉

 

【複合施設整備予定地】

庁舎敷地南側（駐車場）

約 1,160 ㎡

庁舎敷地境界

【広場及び駐車場整備予定地】

中央公民館敷地

約 1,840 ㎡
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２ 事業予定（工期）

基本設計・実施設計： 平成３１年４月～平成３２年２月

文化財発掘調査： 平成３１年５月～平成３１年１２月

複合施設整備工事： 平成３２年４月～平成３３年３月

移転： 平成３３年４月

開館： 平成３３年５月

外構工事： 平成３３年３月～４月

中央公民館解体工事： 平成３３年１月～３月

３ 建設費

概算事業費：約６億２，７００万円（中央公民館解体、外構工事、什器備品を含む）を想定

４ 想定建設施設の概要

（１）建物延面積：1,800 ㎡程度とすること。

（２）構 造：ＲＣ又はＳ造（耐震構造）

（３）階 数：３階建

（４）計画施設：「（仮称）三宅町複合施設設計基本方針」に掲げる施設の役割及び機能構成を反映さ

せ、必要な各室を配置すること。各室の面積についても「（仮称）三宅町複合施設設計

基本方針」に掲げるとおり町として想定していますが、一室で複数の機能を兼ねるこ

とも可能とします。自由な発想により提案すること。

（５）付帯施設：中央公民館跡地に十分な駐車スペース及び広場を確保すること。また、駐輪スペー

スについても複合施設整備予定地又は中央公民館跡地に確保すること。

（６）施設整備の基本的な考え方

以下の資料を参照して下さい。資料については、三宅町ホームページで公開しています。

「（仮称）三宅町複合施設設計基本方針」「三宅町複合施設運営方針（案）」

（７）その他資料

以下の資料については、三宅町ホームページで公開しています。

「建設予定地の敷地図」
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参加表明書等作成要領

１ 提出図書一覧

２ 業務実施上の条件

「３ 応募資格」の要件を満たしていることのほか、次の要件をすべて満たすこと。

（１）管理技術者は一級建築士であること。

（２）管理技術者及び意匠担当主任技術者は、提出者の組織に属していること。なお、その他の主任

技術者については協力事務所の所属も可とします。

（３）管理技術者、各主任技術者は兼任も可とします。

※「管理技術者」とは「建築設計業務委託契約書」（平成 10 年 10 月１日建設省厚契発第 37 号）

第 15条の定義によります。

※「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を

担うものをいいます。

（４）分担業務分野の再委託

① 主たる分担業務分野（管理及び建築（意匠）分野）を再委託しないこと。ただし、主たる業務

以外の部分（トレース、パース等）については、再委託を認める。

② 構造設計一級建築士の関与が必要な場合の構造分野の再委託先は、改正建築基準法における構

造設計一級建築士による設計への関与ができる資格者が所属していること。ただし、当該事務

提出図書 様式 提出部数

参加表明書

（１部を正本（代表者印を押印）とし 10部は複写とする。）
指定様式 11部

設計事務所の体制 様式１ 11 部

直近３期分の決算報告書 任意 2 部

事務所の同種・類似業務実績 様式２ 11 部

管理技術者・主任技術者 様式３－Ａ 11 部

管理技術者・主任技術者２ 様式３－Ｂ 11 部

協力事務所及び関連する業者 様式４ 11 部

管理技術者の同種・類似業務実績 様式５ 11 部

設計事務所の実績として、平成 20年４月以降に設計が完了し、工

事に着手した施設の設計業務で、新築に関する設計業務に関する

業務実績が確認できるものの写し（※）

管理技術者が延床面積 1,000 ㎡以上の完成した建築物（設置主体

の公・民は問わない。）の建築設計の責任者としての実績が確認で

きるものの写し（※）

－ 各 1部

管理技術者の一級建築士免許証又は免許証明書の写し（※） － 1部

参加表明書等提出確認書 様式６ 1部

※正本に添付すること。
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所に構造設計一級建築士による設計への関与ができる資格者が所属している場合は、この限り

ではない。

３ 書類作成の注意事項

（１）参加表明書及びその関連資料は、様式に基づき作成してください。

（２）様式の大きさはＡ４判タテ（片面印刷）とします。

（３）参加表明書等提出確認書及び直近 3期分の決算報告書を除き、上記の表の順番で一部ずつ、左

上ホチキス綴りとしてください。なお、背表紙ならびにファイル等を付加したものは不可としま

す。

（４）各様式に記載する業務実績等は以下の業務とします。

① 同種の業務とは公の施設のうち、広く町民が利用でき、交流や活動の場となる各種施設（集会

施設、住民交流施設、生涯学習施設等）の新築に関する設計業務のうち、施工中または完成し

た施設の設計業務とします。

② 類似の業務とは上記以外の公の施設の新築に関する設計業務のうち、施工中または完成した施

設の設計業務とします。

③ 同種・類似業務が記入最大件数（３件）に満たない場合は、残りは空欄としてください。

（５）各様式に記載する業務実績は以下のものとします。

平成 20 年 4 月以降に設計が完了し、工事に着手した施設の設計に関するもの。

４ 参加表明書等の提出

参加表明書等の提出は次のとおりとします。

（１）提出部数：１の提出図書一覧による。

（２）提出場所：〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地

三宅町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課

（３）提出期限：平成 31 年１月 30 日（水）午後５時 15分必着

（４）提出方法：持参又は郵送（配達証明付のものに限る。）すること。

（５）その他

・提出時に、様式６の参加表明書等提出確認書の確認欄にチェックを記して提出すること。

・要求された内容以外の書類、図面等については受理しません。

・提出図書は返却しません。

・本手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量

法（平成４年法律第 51号）に定める単位とします。

・提出書類について、この書類に示された条件に適合しない場合は無効とすることがあります。
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５ 各様式の記載内容等

（１）参加表明書

参加表明書は、代表者印を押印したものを 1部正本とし、残り 10 部については正本を複写して

ください。

（２）様式１（設計事務所の体制）

技術職員の資格、担当別人数を記載します。

（３）事務所の同種・類似業務実績（様式２）」に記載する設計業務実績の件数はそれぞれ３件までと

します。

（４）「管理技術者・主任技術者（様式３－Ａ・３－Ｂ）」に記載する業務実績は、件数は管理技術者

は３件まで、担当主任技術者は２件までとします。また、管理技術者の業務実績については延床

面積 1,000 ㎡以上の完成した建築物（設置主体の公・民は問わない。）を記載することとし、併せ

て様式５を作成してください。

※実績記載にあたり、共同事業体の場合は、（ ）内に他の構成員を記載すること。協力の場合は

（ ）内に元請事務所名を記載すること。

（５）様式４（協力事務所及び関連する業者）

業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する内容等を記載すること。（担

当主任技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記載すること。）

（６）必要に応じてヒアリング時に、業務実績等の具体的内容を確認することがあります。

（７）設計等業務受託候補者として選定された者に、各様式の記載内容を確認できる書類の提出を求

めることがあります。
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技術提案書等作成要領

１ 技術提案書等作成上の留意事項

本プロポーザルは、実施要項２の（２）の当該業務における具体的な取り組みについて提案を求め

るものであり、詳細な内容や図面の作成を求めるものではありません。詳細な設計作業は、契約後に

技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と

の協議のうえ、開始することとします。

２ 提出図書一覧

３ 書類作成の注意事項

（１）技術提案書及びその他関連資料は、様式に基づき作成してください。

（２）用紙の大きさは指定の用紙サイズ（片面印刷）としてください。

（３）印刷はカラーも可とします。

（４）技術提案書等提出確認書を除き、２の提出図書一覧の順番で一部ずつ、左上ホチキス綴りとし

てください。なお、背表紙ならびにファイル等を付加したものは不可とします。

（５）様式７及び様式８の記載は、ヨコ書きとし、文章を補完するための写真、イラスト、イメージ

図、図面を使用し、ビジュアルに配慮してください。

（６）設計見積書は、消費税相当額を含まない金額（業務限度額を上回らないこと。）で記載してくだ

さい。また、内訳項目として「建築基本・実施設計費」「敷地測量調査費」「地質調査費」「広場及

び外構工事設計費」「中央公民館解体設計費」が分かるよう見積してください。

４ 技術提案書等の提出

技術提案書等の提出は次のとおりとします。

（１）提出部数：２の提出図書一覧による。

（２）提出場所：〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地

三宅町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課

（３）提出期限：平成 31 年 3 月 1 日（金）午後 5時 15分必着

提出図書 様式
用紙

サイズ
提出部数

技術提案書（表紙）

（1部を正本（代表者印を押印）とし 10部は複写とする。）
指定様式 Ａ４ 11 部

業務の実施方針 様式７ Ａ３ １枚×11 部

テーマ①～⑥についての提案 様式８ Ａ３ ６枚以内×11 部

鳥瞰パース 様式９ Ａ３ ２枚×11 部

設計見積書

（１部を正本（代表者印を押印）とし 10 部は複写とする。）
任意 Ａ４ 11部

技術提案書等提出確認書 様式 10 Ａ４ １部
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（４）提出方法：持参又は郵送（配達証明付のものに限る。）すること。

（５）その他

・ 提出時に、様式 10 の技術提案書等提出確認書の確認欄にチェックを記して提出すること。

・ 要求された内容以外の書類、図面等については受理しません。

・ 提出図書は返却しません。

・ 本手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計

量法（平成４年法律第 51号）に定める単位とします。

・ 提出書類について、この書類に示された条件に適合しない場合は無効とすることがあります。

５ 各様式の記載内容等

（１）技術提案書（表紙）

技術提案書は、代表者印を押印したものを 1部正本とし、残り 10部については正本を複写してく

ださい。

（２）様式７（業務の実施方針）

業務の実施方針、業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項（様式

８に記載する内容を除く。）、その他の業務実施上の配慮事項等を簡潔に記述してください

（３）様式８については、以下の６つのテーマに沿って全体でＡ３用紙６枚以内を使用して作成して

ください。

〈技術提案にかかるテーマ〉

「（仮称）三宅町複合施設設計基本方針」を踏まえ、以下のテーマについて独創性と実現性のある斬新

なアイディアを求めます。

① 使い方によって自由に変形できる空間

② 町民が笑顔で交流できるふれあいの場

③ 子どもから大人まで共に学べる生涯学習の場

④ 地域で子どもを育てる子育て支援の場

⑤ 地域の魅力を創出するデザイン

⑥ その他独自提案

６ 技術提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリング

第一次審査において選定された者を対象に、以下のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを実

施します。

実施場所 ：三宅町役場 第１会議室（奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地）

実 施 日 ：平成 31 年 3 月 25 日（月）（予定）

出 席 者 ：管理技術者や各主任技術者等とし計３名まで

実施方法 ：技術提案書に基づく説明と質問に対する回答

出席通知 ：第一次審査の結果通知と併せて、第一次審査で選定された者に書面により通知（郵送）

します。


