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大磯町新庁舎整備基本構想策定業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

  この要領に定める公募型プロポーザルは、大磯町新庁舎整備基本構想策定業務を委託する

にあたり、広く企画提案を募集し、最も適切な者を当該業務の受託候補者として選定するこ

とを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

(１) 業務名 

    大磯町新庁舎整備基本構想策定業務委託 

(２)  業務の内容 

    別紙「大磯町新庁舎整備基本構想策定業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のと

おり 

(３)  履行期間 

    契約締結の日から令和４年３月 18日まで 

(４)  委託料上限額 

    本業務に関する費用は 19,800,000円（２か年総額、消費税及び地方消費税を含む。） 

以内とする。 

 

３ 担当部署 

  大磯町政策総務部総務課公共施設係 

  〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯 183番地 

  電話番号 0463-61-4100（代表） 内線 209 

  Ｆ Ａ Ｘ  0463-61-1991 

 

４ 参加資格 

  参加者は次に掲げる要件を全て満たしている単体企業であること。 

(１) この公告の日（以下「公告日」という。）現在において、かながわ電子入札共同システ

ムによる令和元・２年度大磯町競争入札参加資格名簿の「種別：コンサル、業種：建築設

計」に登録されたものであること。 

 (２) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16条）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

(３) 公告日から参加資格審査結果通知の日までの期間において、大磯町又は神奈川県から 

指名停止を受けていないこと。 

 (４) 公告日から過去６か月の間に取引銀行において不渡手形又は不渡小切手を出していな

いこと。 

 (５) 当該年の直前１年の国税及び地方税を納付していること。 

(６) 大磯町暴力団排除条例（平成 24年大磯町条例第７号）第２条第２号から第５号までに

規定する者のいずれにも該当しないこと。 



- 2 - 

 

(７) 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神奈川県条例第 75号）第 23条第１項又は第２ 

項の規定に違反していないこと。 

 (８) 平成 20年４月以降において、国又は地方公共団体等の庁舎建設に係る基本構想策定又

は基本計画策定に関する業務実績（業務名に関係なく業務委託仕様書第２章５に示す業

務内容を含むと認められるもの）を有していること。 

 

５ 参加表明書の提出条件 

  参加表明の提出に当たっては、次に掲げる条件を全て満たすものとする。 

(１) 管理技術者は一級建築士で免許を受けた後５年以上の実務経験を有する者であること。 

(２) 管理技術者及び主任技術者は、提出者の組織に所属していること。 

(３) 管理技術者及び主任技術者は、それぞれ１名であること。 

(４) 配置予定の技術者が、国家公務員の場合は、国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）

第 103 条の規定を、地方公務員の場合は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第

38条の規定を満足していること。 

（５) 管理技術者は主任技術者を兼任しないこと。 

(６) 管理技術者及び主任技術者は、平成 20年４月以降に同種・同等又は類似業務に携わっ

た実績があること。なお、本業務と同種・同等又は類似業務の定義については、参加表

明書評価要領を参照のこと。 

（７) 管理技術者及び主任技術者の手持業務は、参加表明書提出時点で携わっている設計 

業務（特定後未契約のものも含む。ただし、耐震診断、工事監理業務は除く。）が、３件

以下であること。 

(８) 主たる業務は再委託しないこと。 

(９) 業務の一部を再委託する場合には、再委託先の設計事務所等が、公告日から参加資格 

審査結果通知の日までの期間において、大磯町又は神奈川県から指名停止を受けていな 

いこと。 

 

６ 参加表明等手続き 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる書類（以下「参加表明書等」という。） 

を提出しなければならない。なお、提出期間中に参加表明書等を提出しない者又は参加要件

に該当しないと認められた者は、本プロポーザルに参加できない。 

(１) 提出書類 

  ア 参加表明書（様式１－１） 

  イ 事務所の実施体制等（様式１－２、－３） 

  ウ 事務所の同種・同等・類似業務実績（様式２） 

  エ 管理技術者の経歴等（様式３－１） 

  オ 主任技術者の経歴等（様式３－２） 

  カ 担当技術者の経歴等（様式３－３） 

（２） 提出期限 

令和３年１月 15日（金）午後５時まで 



- 3 - 

 

持参による場合の受付時間は、大磯町の休日を定める条例（平成元年大磯町条例第 

10号）第１条に規定する町の休日（以下「休日」という。）を除く、午前９時から 

午後５時まで。 

（３） 提出先 

本要領３に掲げる担当部署 

（４） 提出方法 

持参又は郵送（郵送は提出期間内必着） 

郵送は、書留郵便等配達の記録が残るものに限る。 

提出は、クリップ留めとし、製本やホチキス留め等行わないこと。 

（５） 提出部数 

    ２部 

（６） 参加表明書の作成及び記載上の注意事項 

  ア 参加表明書の様式は、別添（様式１－１～３－３）の書式に基づき作成する。 

  イ 事務所の実施体制等（様式１－２、－３） 

   (ｱ) 配置予定の技術者を記載する。 

   (ｲ) 配置予定の技術者の年齢は、提出日現在で記載する。 

   (ｳ) 保有資格は、一級建築士、二級建築士、その他関連する技術資格を記載し、免許等 

の写しを添付する。 

     (ｴ) 協力事務所の名称等を記載する。 

  ウ 事務所の同種・同等・類似業務実績（様式２） 

   (ｱ) 事務実績の件数は、事務所の同種・同等・類似業務の実績について５件以内で記載

する。 

 (ｲ) 「同種業務」とは、官公庁発注の行政庁舎の整備に係る基本構想策定業務 

   (ｳ) 「同等業務」とは、官公庁発注の行政庁舎の整備に係る基本計画策定業務 

   (ｴ) 「類似業務」とは、官公庁発注の延床面積 4,000㎡以上の行政庁舎の整備に係る設

計業務 

  エ 管理技術者、主任技術者及び担当技術者の経歴等（様式３－１～３－３） 

   (ｱ) 配置予定の技術者を記載する。 

(ｲ) 配置予定の技術者の年齢は、提出日現在で記載する。 

   (ｳ) 保有資格は、一級建築士、二級建築士、その他関連する技術資格を記載する。 

   (ｴ) 平成 20年４月以降の同種、同等、類似業務の実績を記載する。（再委託を受けた場

合、契約の相手方を記載し、（ ）内に事業主を記載する。） 

     受注形態は、単独又は共同企業体の内、該当するものに〇を付ける。共同企業体の

場合、他の構成員を（ ）書きで記載すること。 

     業務概要は、同種、同等、類似の内、該当するものに〇をつける。また、施設名、

構造、規模を記載する。また、関わった立場（管理技術者、主任技術者、担当技術者

又はこれに準ずる者）を記載する。 

        記載する件数は２件とする。記載に当たっては、同種実績を優先するものとし、同種、

同等、類似業務の実績が２件に満たない場合は、実績のある同種、同等、類似業務の
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みを記載し後は空欄とする。 

なお、記載した業務については契約書の写し及び業務体制表又は、それに準ずるも

のを提出すること。 

   (ｵ) 手持業務の状況は、参加表明書の提出日時点における基本構想、基本計画及び設計

における手持の業務（特定後未契約のものも含む。ただし、耐震診断、工事監理業務

は除く。）について記載すること。規模の大きなものから順に３件まで記載すること。 

受注形態は、単独又は共同企業体の内、該当するものに〇を付ける。共同企業体の

場合、他の構成員を（ ）書きで記載すること。 

業務概要は、同種、同等の内、該当するものに〇をつける。また、施設名、構造、

規模を記載すること。また、関わった立場（管理技術者、主任技術者、担当技術者又

はこれに準ずる者）を記載すること。 

   (ｶ) 必要に応じてヒアリング時等に実績の具体的内容を確認することがある。 

 

７ 参加資格の審査及び企画提案書の提出を要請する者の選定 

 (１) 参加資格要件の審査及び企画提案書提出要請 

    本要領４に定める参加資格及び本要領５に定める参加表明書の提出条件を満たすか確

認を行い、令和３年１月 21日（木）に次に掲げる事項を記載した「参加資格審査結果通

知書」を送付する。併せて参加資格要件を有する者に企画提案書の提出を要請する。な

お、参加表明書提出者が多数の場合は、「大磯町新庁舎整備基本構想策定業務委託公募型

プロポーザル参加表明書評価要領」により選考を行う場合がある。 

   ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提案書の提出

を要請する旨、ヒアリング実施日時及び実施場所 

イ 参加資格を満たさないと認めた者にあっては、参加資格要件を満たさない旨 

(２) 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次の通り書面（様式は任意と

するが、住所、商号又は名称、代表者氏名を記入し押印のこと。）により町長に対し、説

明を求めることができる。なお、審査方法、審査内容及び審査結果に対する問い合わせ、

異議申し立ては受け付けない。 

  ア 提出期限 

    令和３年１月 26日（火）午後５時まで 

     持参による場合の受付時間は、休日を除く午前９時から午後５時まで。 

  イ 提出先 

    本要領３に掲げる担当部署 

  ウ 提出方法 

    持参又は郵送（郵送は提出期限内必着） 

  エ 回答 

    書面による要求を受けた日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。）に書面によ

り回答する。 

 

８ 企画提案書等の作成及び提出 
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  企画提案書の提出を要請された者は、次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出

するものとする。 

（１） 提出書類及び提案内容 

別紙「大磯町新庁舎整備基本構想策定業務委託公募型プロポーザル企画提案書作成要

領」のとおり。 

（２） 提出期限 

令和３年２月８日（月）午後５時まで 

持参による場合の受付時間は、休日を除く午前９時から午後５時まで。 

（３） 提出先 

本要領３に掲げる担当部署 

（４） 提出方法 

持参又は郵送（郵送は提出期限内必着） 

郵送は、書留郵便等配達の記録が残るものに限る。 

（５） 提出部数 

    16部（正本１部、正本の写し 15部） 

 

９ 質問の受付及び回答 

（１） 質問の内容 

本プロポーザルに関する質問は、参加表明書、企画提案書の作成及び提出に関する事

項並びに業務実施に関する事項に限るものとし、評価及び審査に関する質問並びに提案

内容に係る質問は一切受け付けない。 

（２） 提出期限 

令和２年 12月 24日（木）午後５時まで 

（３） 提出先 

本要領３に掲げる担当部署 

（４） 提出方法 

電子メールにより提出すること。 

    質問書（様式８）を添付し、送信すること。 

     宛先：shisetsu@town.oiso.kanagawa.jp 

           ※件名を「大磯町新庁舎整備基本構想策定業務委託に関する質問」とすること。 

（５） 質問に対する回答方法 

質問に対する回答は、令和３年１月７日（木）午前９時から町ホームページに掲載す

る。電話・口頭等による質問への個別対応は行わない。 

 

10 企画提案書等の審査及び評価 

（１） 選定委員会の設置 

企画提案書の審査、評価及び受託候補者の特定を行うため、「大磯町新庁舎整備基本構

想策定業務委託受託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

（２） ヒアリングの実施 

mailto:shisetsu@town.oiso.kanagawa.jp
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選定委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るヒアリング等

審査を次のとおり行う。 

ア 実施方法 

(ｱ) １者ずつの呼び込み方式として１者の持ち時間はプレゼンテーション（説明）25分、

質疑 15分の計 40分とする。 

(ｲ)  提出された企画提案書に沿って説明を行うこと。企画提案追加資料の配布は禁止

とする。 

(ｳ) ヒアリングではパソコンの使用を可能とするが、使用する場合は会場にパソコンを

持参すること。（会場には、プロジェクター及びスクリーンを用意する。） 

(ｴ) 原則としてヒアリングには、管理技術者が出席するものとし、出席人数は３名以内 

とする。 

(ｵ) 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び特定から除外する。 

(ｶ) ヒアリングの順番は、参加表明書の提出順とする。 

イ 実施日及び場所 

(ｱ) 実施日 

令和３年２月中旬を予定 

(ｲ) 場所（予定） 

    中郡大磯町東小磯 183番地 大磯町役場本庁舎（会場は別途通知する。） 

ウ ヒアリング等の公開 

  企画提案書のプレゼンテーション（説明）のみ限定公開（傍聴者限定予定）とし、そ

れ以外は非公開とする。 

（３） 企画提案書等の評価方法 

    別表の「参加表明書及び企画提案書の評価項目及び判断基準」により、「大磯町新庁

舎整備基本構想策定業務委託公募型プロポーザル参加表明書評価要領」及び「大磯町新

庁舎整備基本構想策定業務委託公募型プロポーザル企画提案書等審査要領」に基づき、

審査及び評価を行う。 

（４） 受託候補者の特定 

  ア 選定委員会において、書類審査及びヒアリング審査の評価により、各選定委員の評価

点数の合計を加算し順位を付け、評価点の最も高い者を委員会の合議の上、受託候補者

として特定する。また、次点者を１者特定する。 

  イ 評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、選定委員会の合議により順位を

決定する。 

（５） 審査結果の通知 

  ア 受託候補者を特定したときは、ヒアリング実施者全員に対し、次の事項を通知するも

のとする。 

   (ｱ) 受託候補者の名称 

   (ｲ) 評価結果 

   (ｳ) 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由、項目別評価点及び所定の期限 

までに理由について説明を求めることができる旨 



- 7 - 

 

  イ 通知の発送 

    令和３年２月下旬 

  ウ 受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面（様式は任意）

により町長に対し説明を求めることができる。 

   (ｱ) 提出期限 

     アによる通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。）とする。 

持参による場合の受付時間は、休日を除く午前９時から午後５時までとする。 

   (ｲ) 提出先 

     本要領３に掲げる担当部署 

   (ｳ) 提出方法 

     持参又は郵送（郵送は提出期限内必着） 

 

11 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）実施要領等で示された提出期限、提出先、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に

適合しない書類の提出があった場合 

（３）本件に関して不正な行為、公平さを欠く行為等があった場合 

（４）その他各要領の定めに反した場合 

 

12 その他 

（１）企画提案書等の作成、提出、ヒアリング参加等に要する費用は、全て参加者の負担とす

る。 

 (２) 契約の締結 

  ア 受託候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、契約を締結する。

なお、協議が不調となった場合には、次点者と契約交渉を行う。 

  イ 契約書の作成を要する。 

 (３) 提出された参加表明書及び企画提案書を町の了解なく公表、使用してはならない。 

（４）提出された書類等は、返却しない。 

（５）提出された書類等（その複製も含む。）は、参加者に無断で本プロポーザル以外に使用し 

ないものとする。 

（６）提出された書類等は、町において審査及び説明のため、写しを作成し使用することがで

きるものとする。 

（７）提出された書類等の差し替え等は一切認めない。 

（８）本業務の受託者となった場合でも、今後予定している新庁舎建設に関する設計業務の受

託等に制限を受けないものとする。 
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13 本プロポーザルの実施スケジュール 

実施内容 実施期間 

参加表明書受付期間 令和２年 12月 15日（火）～令和３年１月 15日（金） 

質問受付期間 令和２年 12月 15日（火）～令和２年 12月 24日（木） 

質問回答日 令和３年１月７日（木） 

参加資格審査結果通知 

及び企画提案書等提出要請 
令和３年１月 21日（木） 

企画提案書等受付期間 令和３年１月 21日（木）～令和３年２月８日（月） 

ヒアリング等審査 令和３年２月中旬 

結果通知 令和３年２月下旬 
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別表 

参加表明書及び企画提案書の評価項目及び判断基準 

評価項目 評価基準 評価点 

参
加
表
明
書 

事務所の評価 同種・同等・類似業務実績、技術者数、有資格者数等 42 

技術者の評価 資格・実績、経験年数、繁忙度等 78 

小計① 120 

評価点（Ａ）… 小計①×0.3 36 

企
画
提
案
書 

取組み姿勢及び 

実施体制 

①業務実施に当たっての取組方針について 10 

②業務の実施体制について 10 

③業務担当者の実績等について 10 

提案①～⑤ 

提案①「大磯らしい庁舎の将来望まれる姿について」 

…自然や歴史、文化に恵まれた町の庁舎として将来望

まれる姿、今後の庁舎のあり方について提案すること 

15 

提案②「災害に対応する庁舎について」 

…町民の安全・安心を確保し、災害対策や復旧・復興

の中心拠点として、発災後も機能の維持が確保できる

庁舎について提案すること 

15 

提案③「地球環境にやさしい庁舎 ～省エネ・省資源化

対策～」 

…地球環境に配慮した環境負荷低減のための方策や

ライフサイクルコスト縮減のための方策などついて

提案すること 

15 

提案④「町民のための庁舎について」 

…効率的な町民サービスと共に個人情報の保護や地

域コミュニティの形成に繋がる開かれた庁舎につい

て提案すること 

15 

提案⑤「新しいライフスタイルを見据えた庁舎」 

…今後の社会情勢の変化やデジタル化社会の進展を

行政事務やサービスに活用できる可変性を持った庁

舎について提案すること 

15 

参考見積 見積金額の経済性 15 

小計② 120 

評価点（Ｂ）… 小計②×0.7 84 

合計（Ａ＋Ｂ） 120 

 


