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名取市下増田公民館・下増田児童センター改築工事設計公募型プロポーザル 

実施要領 

 

１ 目的 

本プロポーザルは、下増田公民館・下増田児童センター改築工事設計業務を委託す

るに当たり、広く技術提案を募集し、柔軟かつ高度な発想力及び設計力を有する最も

適切な設計者を当該業務の受注候補者として特定することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務名 

名取市下増田公民館・下増田児童センター改築工事設計業務 

（２） 業務内容 

下増田公民館・下増田児童センターの改築工事（合築）における基本設計及び実施

設計。詳細は、別紙「名取市下増田公民館・下増田児童センター改築工事設計業務特

記仕様書」のとおり。 

※ 本契約に工事監理業務は含めない。 

（３）業務期間 

契約の締結日から令和４年３月 31 日まで 

（４）契約限度額 

   37,000 千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。  

   （予定価格ではありません。） 

（５）募集方法 

 公募型プロポーザル方式  

 

３ 事業概要 

（１）事業概要 

 下増田公民館・下増田児童センター改築工事の設計 

ア 建設用途：複合施設（公民館と児童センターの複合施設） 

ａ．鉄筋コンクリート造２階建 延床面積 2,000 ㎡程度 

ｂ．屋外運動場（園庭）  

ｃ．駐車場 約 50 台 

ｄ．外構 

ｅ．主要な室等 

  公民館に必要な室等は、事務室、会議室大・小、和室、ホール、調理室、ロビ

ー、防災倉庫とする。 

  児童センターに必要な室等は、事務室、子育て支援室、静養室、集会室、クラ

ブ室、遊戯室、 ロビーとする。 
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イ 所在地：名取市美田園七丁目 23－１地内 

ウ 敷地面積：約 6,300 ㎡  

エ 児童センター定員：250 名 

オ 概算工事費：約 800,000 千円（造成費・外構工事・消費税含） 

カ 用途地域：第一種住居地域 

キ 容積率等：建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

ク 供給基盤：上水 市上水道（VPФ75） 下水 市下水道  

（２）事業スケジュール 

契約の締結日～令和４年３月  基本設計・実施設計 

令和４年７月 建設工事開始～令和５年３月 建設工事完了（予定） 

令和５年５月 下増田公民館・児童センター開館（予定）  

 

４ 参加資格要件 

プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる資格要件を全て満たすものとする。 

（１）名取市指名競争入札参加者名簿・建築設計業務に登録されている者で、宮城県内に

本店又は支店を有する者であること。  

（２）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定により、１級建築士事務所の登

録を受け、かつ現在も引き続き登録が有効である者 

（３）管理技術者として建築士法第２条の規定による一級建築士の資格を有する者を配置

できること。 

（４）設計者に選定された場合、当該建築物の設計が可能な体制が取れること。  

（５）設計者に選定された場合、提案書提出時の設計担当者が当該建築物の設計を担当で

きること。  

（６）参加表明書の提出日において、いずれの自治体においても入札参加資格停止（指名

停止）を受けていないこと。  

（７）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で

あること。  

（８）参加表明書の提出日において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に 基づく更

生手続き開始の申し立て、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく民事

再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。  

（９）国税、地方税を滞納していないこと。  

（10）平成 18 年４月１日以降に、延べ床面積 500 ㎡以上の国又は地方公共団体の施設の

新築又は改築に係る基本設計及び実施設計業務を元請けとして履行した実績があるこ

と。 

 

５ 参加の条件 
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  参加者は、「４ 参加資格要件」を満たしていることのほか、次に掲げる条件を全て

満たすこと。 

（１） 配置予定技術者の条件 

ア 管理技術者、建築（総合）担当主任技術者、建築（構造）担当主任技術者、建築  

設備（電気）担当主任技術者及び建築設備（機械）担当主任技術者は、それぞれ

１名ずつ配置することとし、これらは兼任することはできない。 

イ 管理技術者及び建築（総合）担当主任技術者は、参加者の組織に所属している 

こと。 

ウ 配置予定技術者は、参加申込書等の受付日以前に参加者の組織若しくは協力事務

所と直接的かつ恒常的に３か月以上の雇用関係を有していること。 

（２）業務の再委託  

主たる分担業務は、建築（総合）を除き、協力事務所に再委託することができる。 

 

６ 参加に対する制限 

（１）当該参加者における協力事務所は、他の参加者若しくは他の参加者の協力事務所と

しての重複参加は認めない。 

（２）参加者が提出できる参加申込書等及び技術提案書は、それぞれ１点のみとする。 

 

７ スケジュール 

公告 令和３年８月 20 日（金） 

参加表明書等に関する質疑の受付期間 令和３年８月 20日（金）～８月 27日（金） 

質疑への回答期限 令和３年９月１日（水） 

参加表明書等の提出期限 令和３年９月８日（水）  

１次審査（書類審査） 令和３年９月 10 日（金）【予定】 

１次審査結果通知 令和３年９月 13 日（月）【予定】 

技術提案書等に関する質疑の受付期間 令和３年９月 13日（月）～９月 17日（金）

【予定】 

質疑への回答期限 令和３年９月 24 日（金）【予定】 

技術提案書等の提出期限 令和３年 10 月１日（金）【予定】 

２次審査（プレゼンテーション及びヒア

リング）の実施 

令和３年 10 月６日（水）【予定】 

２次審査結果通知 令和３年 10 月８日（金）【予定】 

 

８ 応募の手続き等  

（１）参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。  

  ア 提出書類 
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様式 名 称 備 考 

様式１ 参加表明書  

様式２ 会社概要 任意様式 

様式３ 設計事務所業務実績等説明書  

様式４ 設計チーム資業務実績等説明書  

様式５ 業務の実施方針  

様式６ 技術提案の骨子等  

様式７ 協力事務所 協力事務所がある場合のみ 

様式８ 参加表明書等確認書 チェックリスト 

※ 記入にあたっては、各様式の注意事項を確認すること。  

イ 提 出 先：事務局  

ウ 提出方法：持参又は郵送による提出  

※ 持参の場合は休日を除く午前９時から午後５時 15 分までとし、郵送の場合は

期限までに必着するように、必ず「一般書留」又は「簡易書留」により提出する

こと。  

エ 提出期限：令和３年９月８日（水）午後５時 15 分まで  

オ 提出部数：参加表明書等提出確認書のとおり  

（２）参加表明書等に関する質疑・回答 実施要領等に対する質疑がある場合は、以下の

とおり質問書を提出すること。  

ア 受付場所：事務局  

イ 受付期間：令和３年８月 20 日（金）～８月 27 日（金）  

ウ 提出方法：別添の質問書に必要事項を記入し電子メールにて提出すること。また、

提出後は速やかに事務局へ到着確認を行うこと。  

エ 回答方法：回答が必要と判断される事項は、市のホームページに掲載する。また、

質問の回答内容は実施要領の追加又は修正とみなす。  

（３）技術提案書等の提出 

１次審査により選考された者は、以下のとおり技術提案書を提出すること。  

  ア 提出書類 

様式 名 称 備 考 

様式９ 技術提案書  

様式 10 業務の実施工程等  

様式 11 評価テーマに関する技術提案  

様式 12 設計見積書（任意様式） 任意様式 

様式 13 技術提案書確認書 チェックリスト 

イ 提出方法：持参又は郵送により提出 

※ 郵送の場合は期限までに必着するように、必ず「一般書留」又は 「簡易書留」

により提出すること。  
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ウ 提 出 先：事務局 

エ 提出期限：令和３年 10 月１日（金）午後５時 15 分まで 

オ 提出部数：技術提案書等確認書のとおり 

カ そ の 他：要求した内容以外の書類、図面等については審査の対象としない。 

（４）技術提案書等に関する質疑・回答 実施要領等に対する質疑がある場合は、以下の

とおり質問書を提出すること。  

ア 受付場所：事務局  

イ 受付期間：令和３年９月 13 日（月）～９月 17 日（金）【予定】  

ウ 提出方法：別添の質問書に必要事項を記入し電子メールにて提出すること。また、

提出後は速やかに事務局へ到着確認を行うこと。  

エ 回答方法：回答が必要と判断される事項は、市のホームページに掲載する。また、

質問の回答内容は実施要領の追加又は修正とみなす。  

（５）その他 

資料等は、事務局及び市ホームページから入手すること。  

現地説明会は開催しないので、施設見学を希望する場合は、事務局に連絡すること。 

なお、独自に現地調査を行う場合は、近隣住民等に迷惑がかからないよう十分配慮

すること。  

 

９ 技術提案書（様式 10、様式 11）の作成及び記載上の留意事項 

本プロポーザルは、複合施設の建築にあたり適切な想像力と技術力及び経験と実績

等を有した事業者を選定するために行うものであり、具体的な設計の作成は求めない。 

具体的な設計は、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、

令和２年 12 月から令和３年３月まで実施された住民懇話会の意見等を取り入れるとと

もに、発注者と協議の上進めることになる。 

別添の「下増田公民館・児童センターの基本的な考え方」や「参考資料」を踏まえ、

以下の点に留意して提案すること。  

（１）業務の実施工程等（様式 10） 

   本業務は極めてタイトなスケジュールを市と協力して実施する必要があることか

ら、業務の実施工程、スケジュール短縮の工夫、スケジュールを達成するために市が

行うべきこと等について記載すること。 

（２）評価テーマに関する技術提案（様式 11） 

下記のテーマに関する考え方及び実施方法を記載すること(Ａ３片面で２枚）。 

   作成に当たっては、イメージパースやイラストを使い、簡易な説明に努めること。 

テーマ 内 容 

テーマ１  公民館、児童センターとしての考え方及び複合化のメリットを最大

限に活かす方法 

テーマ２ 全ての世代が気軽に立ち寄ることができ、交流を深めることができ

る施設の工夫 
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テーマ 3 防災拠点としての安全・安心な施設 

テーマ４  ライフサイクルコストの低減 

テーマ５  その他独自の提案 

 

10 審査 

  プロポーザルの審査方法は以下のとおりとする。 

（１）１次審査 

提出のあった参加表明書等を以下の審査基準に基づいて審査する。参加資格を有す

る事業者が多い場合は２次審査対象者として上位５者程度を選定する。 

ア 審査基準 

・ 事務所の評価  同種、類似業務の施工実績  ６点  

 ・ 技術者の評価  技術者の資格        ２点 

 ・ 業務の実施方針 業務の実施方針       ６点 

           技術提案の骨子等      ６点 

イ 審査結果の通知 

審査結果については、応募者へ書面により通知する。なお、選定された者のみに

審査結果とあわせ技術提案書の提出及び２次審査の実施について通知する。  

（２）２次審査 

審査委員会は、技術提案書等についてヒアリングを実施し、以下の審査基準に基 

づいて評価し、最も優れている提案者（受託候補者）１者と次点者１者を特定する。 

ヒアリングはプレゼンテーション（説明 15 分程度）及び質疑応答を予定している｡  

ア 審査基準 

 ・ 一次審査の結果        ２０点 

・ 業務の実施工程等       １５点 

・ 評価テーマに関する技術提案  ５０点 

・ プレゼンテーション      １５点 

イ 審査結果の通知 

２次審査の結果を郵送により通知するほか、市のホームページで公表する。 

なお、選定されなかった者は、審査結果通知到着後７日以内に限り、その結果に

ついて、身分確認を行い窓口で開示する。 

なお、当該事業者の総合評価及び順位に限り書面で回答することにし、他の事業

者の審査結果についての回答はしない。 

 

（３）審査委員会の構成 

   審査は、名取市下増田公民館・下増田児童センター改築工事設計業者選定委員会

(以下「選定委員会」という。)が行う。 

選定委員会の構成は次のとおり。 

   委員長  我妻諭副市長 
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   副委員長 仙台高等専門学校 坂口大洋教授 

   委 員  尚絅学院大学 東義也教授 

    〃   門脇雅之副市長 

    〃   小畑和弥健康福祉部長 

    〃   三浦仁建設部長 

    〃   菊池博幸教育部長 

（４）委員等への接触・要求の禁止 

   選定委員会の委員及び事務局関係者への直接、間接を問わず本プロポーザルに関し

不正な接触又は要求（本説明書に定める手続きは除く。）を禁止する。 

 

11 契約 

（１） 受託候補者として選定された事業者と契約の交渉を行うものとする。 

なお、辞退その他の理由（地方自治法施行令第 167 条の４に規定する者に該当する

こととなった場合又は名取市から業務委託契約に係る指名停止を受けることとなった

場合等）で契約できない場合は、次点の者と契約交渉を行う。 

（２）契約の締結時には、設計委託業務仕様書に基づいた設計業務の内訳明細書（詳細 

を記したもの）を提出すること。 

 

12 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場

合は、その提案を失格とする。 

（１）提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

（３）提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行った場合 

（４）ヒアリング等に出席しなかった場合、担当者以外の者が出席した場合 

（５）虚偽の内容が記載されている場合 

（６）参考見積書の金額が、２（４）契約限度額を超過した場合 

（７）審査結果に影響を与えるような工作が行われた場合（行われたと疑われる場合も含

む。） 

 

13 その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。  

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止 

措置を行うことがある。  

（３）提出書類は返却しない。 

なお、審査の過程で複製を作成することがある。 
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（４）技術提案書の著作権は提案者に帰属するが、受託候補者特定後、必要に応じて市 

ホームページで公表することがある。  

（５）書類の作成、提出及びその説明に係る費用、その他本プロポーザルの参加に要した

全ての経費は、参加者の負担とする。  

（６）審査結果等に関する問い合わせ、異議申し立ては受け付けないものとする。  

（７）「管理技術者・主任技術者」に記載した配置予定の管理技術者及び担当技術者は、 

原則として変更できないものとする。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、市と協議のうえ決定するものと

する。  

（８）工事監理業務については、後日別途協議する。 

 

14 事務局 

  名取市教育委員会教育部生涯学習課 

住 所 〒981-1224 名取市増田字柳田５７０－２（仙台法務局名取出張所２階） 

  電 話 022-724-7174（直通） 

    ＦＡＸ 022-384-9690 

  E-mail syogaku@city.natori.miyagi.jp 

  ホームページ https://www.city.natori.miyagi.jp 


