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１ 趣 旨

新ふなのえこども園・成美地区公民館建設工事基本設計業務に係る設計者選定にあたっては，「こと

うらまちづくりビジョン」、「第２期琴浦すくすくプラン」、「琴浦町公共施設等総合管理計画」等の内容

を十分に理解し，創造性や高度な技術力を有するだけでなく，設計段階において，町民や行政と協働で

進めていく能力を有した設計者の中から選定する必要があります。

本プロポーザルは，地域の特性や周辺環境への配慮を踏まえ，乳幼児から高齢者までの幅広い年齢層

が集う，新たな交流施設の建設に向けて，柔軟な発想と創造力を持った設計者を選定するために行うも

のです。

２ 業務の概要

（１）業務名

新ふなのえこども園・成美地区公民館建設工事基本設計業務

（２）業務内容等

ア 業務内容

・建築（総合）基本設計

・建築（構造）基本設計

・電気設備基本設計

・機械設備基本設計

・ワークショップ

イ 履行期限

令和４年３月 25 日（予定）

ウ 予算額

金 19,800 千円（消費税及び地方消費税の額を含む）

３ 事業計画概要

（１）計画施設概要

ア 建物概要

※付帯する電気設備、機械設備、昇降機設備及び外構等の設計を含む。

イ 敷地の場所 鳥取県東伯郡琴浦町出上付近（詳細位置は未定）

ウ 敷地面積 未定（※設計内容により決定）

（２）施設設計の基本条件

複合用途※1の建築物、若しくは両施設が独立した建築物のいずれの提案も可としますが、各施設

の想定規模は、次のとおりとします。

※１ 一つの建物に、新ふなのえこども園及び新成美地区公民館の両方の施設が入居するもの

建物名称 主要構造・階数 最低基準等

新ふなのえこども園 木造平屋建 鳥取県認定こども園に関する条例

新成美地区公民館 木造平屋建
事務室、ロビー（住民交流、作品展示）、会議室、調

理実習室、トイレ、倉庫



ア 各施設の延べ床面積の想定規模は次のとおりですが、基本設計案の提案により決定します。

（ア）こども園･･･1、500 ㎡程度

こども園に係る児童の基準定員については、次のとおりです。

職員数は、35 人程度を予定しています。

（イ）公民館･･･300 ㎡程度

イ 駐車場

児童の送迎、公民館利用者及び職員駐車場として、70 台程度を想定しています。

（３）その他

プロポーザルの検討にあたっては、別紙「建築設計業務委託特記仕様書」に従ってください。

４ プロポーザルスケジュール（予定）

５ 参加者等の資格要件

（１）参加者に要求される資格

ア 平成 23年度から通知日までにおいて、国、地方公共団体の保育施設※1または公民館※2の新築工

事において、基本設計または実施設計の業務完了実績を有する者。

※１ 保育施設とは、児童福祉法第７条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園とする。

※２ 公民館とは、平成 31 年国土交通省告示 98 号別添二の建築物の類型のうち「十二 文化・

交流・公益施設」の第 1類に分類される建築物とする。

イ 琴浦町の令和３・４年度競争入札参加資格申請において、希望業務で「建築設計」を希望し、申

請を行い受理された者であること。ただし、当該資格の受理をされていない者であっても「参加申

込書」の提出時までに受理されていること。

ウ 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を、行っていること。建設業登録を行

っている者で、一級建築士事務所としても登録している者の参加は、認めないものとする。

年齢 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

定員 15 15 15 25 25 25 120

No. 項目 時期（期限）

１ 手続開始の公示

２ 参加表明書に関する質問書の提出 令和３年７月９日（金）

３ 質問書に対する回答 令和３年７月 14 日（水）

４ 参加表明書の提出 令和３年７月 16 日（金）

５ 提案書要請書の送付 令和３年７月 21 日（水）

６ 技術提案書に関する質問書の提出 令和３年７月 30 日（金）

７ 質問書に対する回答 令和３年８月４日（水）

８ 技術提案書の提出 令和３年８月 16 日（月）

９ ヒアリングの実施 令和３年８月下旬予定

10 技術提案書の特定・通知 令和３年８月下旬予定

11 契約締結 令和３年９月上旬予定



エ 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。

オ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。

カ 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

キ 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号に掲げ

る暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者でないこと。

ク 本業務の参加申込書の提出の日から契約締結日までの間において、琴浦町及び他の公共機関（国、

地方公共団体等）から指名停止措置を受けていない者であること。

ケ 鳥取県内に事業所等を有していること。

コ 共同企業体で参加する場合は、前述のイ～クに加え、下記要件を満たす者であること。

（ア） 構成員の数は、２者以上３者以内とする。

（イ） 構成員は、企業体の代表者となる事業者を決め、代表者は全体の意思決定、管理運営等に

すべての責任を持つこととする。

（ウ） 代表者は、ア及びケの要件を満たす者であること。

（エ） 代表者は、管理技術者が所属するものであること。

（オ） 各構成員は、本プロポーザルに参加する単体企業、他の共同企業体の構成員、又は他の参

加申込者の協力事務所ではない者であること。

（２）配置する技術者に要求される資格

ア 琴浦町建築設計業務等委託契約約款第 15 条に基づく管理技術者（以下「管理技術者」という。）

１名を配置することとし、当該技術者は（１）アの業務を経験し、一級建築士であること。

イ 管理技術者は、手持ちの業務量が当該業務の外に、件数で 10 件以上又は業務量総額が４億円（税

込みとする。以下業務量について同じ。）を超える者を配置しないこと。

手持ちの業務量とは、通知日現在管理技術者が担当している受託金額 500 万円以上の業務（本

業務を含まず、特定後未契約の業務を含む。）をいい、民間工事の設計業務を含む。

ウ 管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示す主任担当技術者※１を各１名配置すること。なお、

管理技術者と各主任担当技術者は、兼務しないこと。

※１ 主任担当技術者とは、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

る役割を担う者とする。

エ 管理技術者及び総合の分担業務分野を担当する主任担当技術者は、参加者の組織に所属して

いること。

（３）業務の一部を再委託する場合の協力事務所に要求される資格等

（１）クの要件を満たす者であること。なお、分担業務分野の総合は再委託しないこと。

分担業務分野 業務内容

建築

設計

総合
建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備に関する設計をとり

まとめる設計

構造 建築物の構造に関する設計

電気 建築物の電気設備、昇降機等に関する設計

機械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備等に関する設計



６ 参加方法及び審査について

（１）参加方法

ア 提出書類

本プロポーザルに参加する意思のある者は、参加表明書を提出してください。

イ 記載上の留意事項

参加表明書には、必ず提出者及び連絡先を記載してください。

ウ 参加表明書の提出

（ア）受付期間

令和３年７月２日（金）から令和３年７月 16 日（金）まで

（イ）提出部数等

１部を事務局へ持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下同じ。）して

ください。提出に要する費用は提出者の負担となります。

持参される場合は、受付期間のうち休日を除く毎日９時から 17 時までとします。（郵送の場

合には７月 16 日（金）必着）

エ 技術提案書の提出を求める者の選定

令和３年７月 16日（金）までに参加表明書を提出したもののうち参加者等の資格要件を満たす

者に対し、技術提案書の提出を求めます。

オ 技術提案書の提出

（ア）受付期間

令和３年７月 21日（水）から令和３年８月 16 日（月）まで

（イ）提出部数等

７部を事務局へ持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下同じ。）して

ください。提出に要する費用は提出者の負担となります。

持参される場合は、受付期間のうち休日を除く毎日９時から 17 時までとします。（郵送の場

合には８月 16 日（月）必着）

（２）審査

ア 参加表明書を提出する者（以下、「参加者」という。）については、期限までに参加表明書を提出

してください。

イ 技術提案書を提出した者（以下、「提案者」という。）が多数となった場合は、参加表明書及び技

術提案書により４者程度を選定し、ヒアリング審査を実施します。

ウ ヒアリング審査を実施する者（以下、「選定者」という。）について、技術提案書のヒアリング審

査を実施し、優先交渉権者及び次点者各１者を特定します。

エ 参加表明書及び技術提案書を特定するための評価基準は、別紙１「参加表明書の選定及び技術提

案書を特定するための基準」のとおりとします。

オ 技術提案を求めるテーマ

技術提案書の提出にあたっては、３ 事業計画概要の各項目を踏まえたうえで、次の評価テーマ

に対する提案を行ってください。



（ア）テーマ１ 施設全般 「SDGｓの視点から、施設の特徴を活かし、持続可能な社会に配慮し

た施設」について

・こども園と公民館が一体感を持った施設とし、共通で利用できる構造により、スペースの有

効活用が可能な施設。

・屋内遊び場、児童図書館、自然に親しめる園庭など、こども園として考えられるスペースを、

休園時に一般開放することなどを検討し、子どもと地域が一体化できる施設。

・再生可能エネルギーの活用の検討、ライフサイクルコストの低減、積極的な木材利用などを

考慮した施設。

（イ）テーマ２ 保育環境 「子どもが自分で遊びを見つけ、自然豊かな琴浦ならではの環境を保

育に活かせる仕掛け」について

・自然豊かな琴浦ならではの環境を保育に活かし、セキュリティを確保しつつ、園児がのびの

びと安全に成長できる園舎や園庭。

・年齢・発達段階が違う様々な個性を持つ子どもたちが、それぞれに居場所があり、自ら工夫

して遊び、興味や関心があることを探求できる施設

（ウ）テーマ３ 地域拠点 「地区の拠点として、幅広い世代の交流および地域の賑わいを生み出

すとともに、防災機能を確保した施設」について

・住民が気軽に集い、交流できる空間を形成するために、総合案内や休憩・談話・自習ができ

るコーナー、キッズスペース、全町的な学習・活動・サークル等の情報受発信など、用途に

応じて空間を変え、多様な活用ができる施設。

・災害時には防災拠点、避難所として運用することを想定した、感染症対策等の衛生面やプラ

イバシー対策等の設備をもつ施設。

７ 参加表明書及び技術提案書の作成等

（１）参加表明書提出書類

参加者は、様式１、様式３から様式６及び様式 11を作成して、事務局へ提出してください。

（２）技術提案書提出書類

提案者は、様式２、様式７から様式 10 まで及び見積書を作成して、事務局へ提出してください。

なお、様式７から様式 10までには、各１部の裏面に提出者名を記載することとし、残りの提出部

数及び全ての表裏両面には提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容（具体的な社

名や担当者名等）は記載しないでください。

（３）提出書類の作成及び記載上の留意事項

各様式とも１枚に収めてください。書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本

の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）によってください。文章の文字サイズは 10.5 ポイン

ト以上、イメージ図等の注釈は 8.0 ポイント程度以上とし、判読できるものとしてください。

様式７から様式 10までの作成に当たっては、基本的な考え方を文章で簡潔に記載することを原則

としますが、文章を補完するための最小限のイメージ図、模式図、概念図や、既存建築物（名称を記

入すること）の写真等の使用は認めますが、具体的な施設の設計又はこれに類するものに基づいた表

現としないでください。



なお、様式８から様式 10 までの作成に当たっては、提案内容を具体的に表現するためのスケッチ

等を規定する範囲（150 平方センチメートル以内の大きさで位置は任意）に限定して記載すること

を認めます。

提出書類について、この実施要領及び様式に示された条件に適合しない場合は減点または無効と

することがあります。

ア 様式１（参加表明書）

提出者欄及び作成者欄に記載し、必ず押印してください。

イ 様式２（技術提案書）

提出者欄及び作成者欄に記載し、必ず押印してください。

ウ 様式３（参加者（設計事務所）の経歴等）

参加者について、次のとおり記載してください。

① 名称

参加者の名称を記載してください。

② 参加者の業務の実績

参加者の平成２３年４月１日以降の業務で通知日までに業務完了しているものの実績を記載

するとともに、実績を証明する書類の写しを提出してください。記載内容を別紙１の基準に則っ

て評価対象とします。

エ 様式４（管理技術者の経歴等）

技術者について、次のとおり記載してください。

① 氏名

技術者の氏名を記載してください。

② 所属、役職

技術者の所属する組織及び役職を記載するとともに、提出者の組織に所属していることを証

明する書類（健康保険証の写し等）を提出してください。

③ 保有資格

技術者の保有する一級建築士の登録番号を記入するとともに、資格を証明する書類の写しを

提出してください。

④ 業務の実績

技術者が担当した平成23年４月１日以降の業務で通知日までに業務完了しているものの実績

を記載するとともに、実績を証明する書類の写しを提出してください。記載内容を別紙１の基準

に則って評価対象とします。ただし、 複合用途の建築物の場合は、全体部分と該当部分の内訳

が分かるように記載してください。

また、業務概要には、従事役職（管理技術者、主任担当技術者、担当技術者）を記載するとと

もに、従事役職を証明する書類の写しを提出してください

なお、再委託を受けた業務の場合、発注者欄に契約相手方を記載し、事業主を（ ）書きし

てください。

⑤ 継続教育（ＣＰＤ）

継続教育（ＣＰＤ）に係る時間を取得している場合は、令和２年度（４月１日～翌３月 31



日）における認定時間を記載し、「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しを添付してください。

⑥ 手持ち業務の状況

通知日現在の手持ち業務の状況について記載の上、提出してください。手持ちの業務量とは、

通知日現在、管理技術者が担当している受託金額 500 万円以上の業務（本業務を含まず、特定

後未契約の業務を含む。）をいい、民間工事の設計業務を含みます。

オ 様式５（主任担当技術者の経歴等）

主任担当技術者ごとに、様式４と同様に記載してください。

ただし、「③保有資格」については、技術者の保有する資格のうち、次の資格評価表に記載され

た当該分野の資格を記載するとともに、当該資格を証明する書類の写しを添付してください。

カ 様式６（協力事務所の名称等）

業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い

記入してください。（主任担当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入して

ください。）

キ 様式７（業務実施方針及び名称等）

業務への取組体制、設計チームの特徴（協力体制・業務分担体制）、工程管理に関する工夫及び

管理方針、総事業費のコスト管理（コスト縮減）に関する工夫及び管理方針、特に重視する設計上

の配慮事項（様式８から様式 10 に記載する内容を除く。）等を簡潔に記述してください。

なお、技術提案書の提出者が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助

を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記してください。

ク 様式８（特定テーマに対する技術提案）

６（２）オ（ア）に示す、評価テーマに対する技術提案を記述してください。

ケ 様式９（特定テーマに対する技術提案）

６（２）オ（イ）に示す、評価テーマに対する技術提案を記述してください。

コ 様式 10（特定テーマに対する技術提案）

総合
一級建築士

二級建築士

構造

構造設計一級建築士

一級建築士、技術士

二級建築士

電気

設備設計一級建築士

建築設備士、技術士、一級建築士

一級電気工事施工管理技士

二級電気工事施工管理技士

機械

設備設計一級建築士

建築設備士、技術士、一級建築士

一級管工事施工管理技士

二級管工事施工管理技士



６（２）オ（ウ）に示す、評価テーマに対する技術提案を記述してください。

サ 様式 11（過去の作品）

エ④で管理技術者の設計業務の実績とした建築物の概要を記載してください。（評価対象ではあ

りませんが、技術提案書を審査する際の参考とします。）建物概要（配置図、平面図、立面図、透

視図、写真、設計意図等で説明にあたって必要と考えるもの）、総工事費及び㎡当り単価を、本様

式１枚にまとめて添付してください。

シ 見積書

参考となる業務価格の見積書を提出してください。見積書の様式については任意とします。

８ 実施要領に関する質問の受付及び回答

（１）質問の受付

質問は、様式 12 の質問書に内容を簡潔にまとめ、電子メールにて事務局で受け付けます（口頭に

よる質問は受け付けません）。質問書には、会社名、所属、担当者名、電話番号、ファクシミリ番号

及び電子メールアドレスを記入してください。質問書の送信後、事務局に必ず電話にて受信の確認を

してください。

（２）質問の受付期間

ア 参加表明書に関する質問

公募の日から令和３年７月９日（金）17 時まで

イ 技術提案書に関する質問

令和３年７月 21 日（水）から令和３年７月 30日（金）17 時まで

（３）質問に対する回答

質問に対する回答は、質問回答書として一括してとりまとめ、下記期限までに提案書提出者に選定

された全者に電子メールにて回答します。

ア 参加表明書に関する質問に対する回答

令和３年７月 14 日（水）

イ 技術提案書に関する質問に対する回答

令和３年８月４日（水）

９ プロポーザルの辞退

参加申込者は、本プロポーザルを辞退するときは、プロポーザル辞退届（様式 13）を提出しなけれ

ばならない。

なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではあ

りません。

10 選定委員会

技術提案書の審査及び評価を行い、提案者の順位付けを行うため、選定委員会を設置する。



11 技術提案書の特定

提案者が多数となった場合は、選定委員会で、提出された参加表明書及び技術提案書の評価を行い提

案者のうち４者程度を選定します。選定の結果は、審査委員会終了後、提案者全員に通知します。

選定された者については選定委員会で、ヒアリングを実施した上で、提出された技術提案書の評価を

行い、設計者の候補者（以下「候補者」という。） として、優先交渉権者１者、次点者１者を特定しま

す。特定の結果は、選定委員会終了後、選定者全員に通知します。

なお、評価点の下限は 50 点とし、下限に満たない者は候補者として特定しません。

（１）ヒアリングの実施

令和３年８月下旬（予定）

提出された技術提案書をもとにヒアリングを行います。なお、ヒアリングは公開で行います。ヒア

リングの内容、日時、場所等は選定者に別途連絡します。

ヒアリングにおける技術提案書のプレゼンテーション及びその準備に係る費用は、選定者の負担

となります。

（２）参加表明書の選定及び技術提案書を特定するための評価基準

別紙１「参加表明書の選定及び技術提案書を特定するための基準」のとおりです。

（３）選定及び特定結果の通知

令和３年７月 21 日（水）に、提案書要請書を郵送にて通知します。

令和３年８月中旬（予定）に、選定者にヒアリング内容、日時、場所等について通知します。

また、令和３年８月下旬に、技術提案書の特定結果を郵送にて通知します。なお、候補者に対する

通知は、設計者として決定したものではありません。

（４）非選定及び非特定理由に関する事項

ア 提出した参加表明書及び技術提案書が選定及び特定されなかった者に対しては、書面により通

知します。

イ アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、 書

面（様式は自由）により、琴浦町長に対してその理由について説明を求めることができます。

ウ イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面によって

行います。

エ 非選定及び非選定理由の説明書請求の受付時間は、９時から 17時（休日を除く。）とします。

12 問合せ先及び書類提出先（事務局）

〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万 591 番地 2

琴浦町役場 総務課 施設管理室

電話：0858-52-2111（代表） ＦＡＸ：0858-49-0000

電子メール：soumu@town.kotoura.tottori.jp

※本プロポーザルに関しての問合せは上記へ行うこととし、その他関係課等へ問い合わせることは

厳に禁止します。



13 その他の留意事項

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

（２）業務の実績は、日本国内の業務の実績をもって判断するものとします。

（３）提出期限までに技術提案書が到達しなかった場合は、技術提案書を提出できないものとします。

（４）技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。

（５）提出された技術提案書は返却しません。

（６）提出された技術提案書の著作権は、その提出者に帰属することとし、非公表とします。

（７）技術提案書の提出は、１参加者につき１申請とします。

（８）提出期限以降における技術提案書の差替えや再提出は認めません。

また、技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できません。ただし、病気、死

亡、退職等のやむをえない理由が生じた場合には、変更できるものとしますが、同等以上の技術

者であるとの発注者の了解を得なければなりません。

（９）技術提案書に虚偽の記載があった場合には、技術提案書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措置を行うことがあります。

（10）本業務を受注した建設コンサルタント等（協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。）が

製造業及び建設業と資本・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、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことはでき

ません。

（11）提出者（提出を予定している者を含む。）又はその関係者は、技術提案書の特定に関して、選定

委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがあります。

（12）本業務は、プロポーザル方式により設計者を選定するものであるため、具体的な設計内容は、技

術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとします。

（13）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

合があります。この場合、参加者に対して琴浦町は一切の責任を負わないものとします。


