「沖縄 IT 津梁パーク企業集積施設整備事業（６号棟）
」企画提案募集要領

１ 事業名称 「沖縄 IT 津梁パーク企業集積施設整備事業（６号棟）
」
２ 事業概要
本事業は、情報通信関連産業の集積拠点の形成を目指す沖縄 IT 津梁パークにおいて、民間
活力により IT 企業の集積を図る施設（以下「企業集積施設」という。
）を設計・建設し、県
に賃貸する事業者を募集するものである。
なお、事業者は県と施設に関する賃貸借契約を締結し、サービスの対価として所定の施設
賃料を受け取るものとする。また、施設用地については県から賃借するものとする。
【事業スキーム】
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３ 提案にあたっての前提条件
⑴ 施設の賃料単価は、2,200 円／㎡・月（月額 6,666,000 円）を上限とする（消費税込み）
。
⑵ 施設の建設用地については、県と建設期間中及び施設賃貸借期間中の賃貸借契約を公正
証書により締結し、事業用借地権を設定する。
なお、この場合の土地賃借料は、沖縄 IT 津梁パーク中核地区施設用地貸付規程及び沖縄
IT 津梁パーク中核地区施設用地貸付要領に規定する方法により算出した金額「642.6 円／
㎡・年」
（土地貸付期間の初日が平成 31 年の場合）とする。
※ 施設の用地以外の県有地を現場事務所や作業ヤードとして使用する場合は、上記とは
別に県と有償契約を締結する必要がある。
４ 業務内容
本事業の業務範囲は、企業集積施設（オフィスビル）を設計・建設し、県に 15 年間賃貸す
るとともに、施設の維持管理（植栽を含む）を行うものである。
また、賃貸借契約が終了したときは、当該施設の所有権を県に無償譲渡するものとする。

５ 施設賃貸借期間
賃貸借契約で定める建物引き渡しの日より、15 年間とする。
（平成 32 年２月～平成 47 年１月（予定）
）
６ リスク分担
本事業に伴うリスク分担については、別添のリスク分担表よるものとする。
７ 施設の要件、仕様
別添「施設要求仕様書」のとおりとする。
８ 施設用地貸付条件
別添「沖縄 IT 津梁パーク中核地区施設用地貸付規程」及び「同要領」のとおり
９ 遵守すべき法令等
事業者は、この事業を実施するにあたり必要とされる関係法令（関連する施行令、施行規
則、条例等を含む）を遵守するものとする。
10 提案者の参加資格要件
本事業の企画提案に参加できるものは次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者
⑵ 不動産賃貸業を営む者
⑶ 次に掲げる条件のすべてを満たす者、又は条件のすべてを満たす設計業者に委託する者
ア 沖縄県の平成 29・30 年度建設コンサルタント業務等入札参加資格者名簿に登録されて
いる者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225
号）に基づき更生手続き開始又は再生手続き開始の申し立てをしている者又は申し立てが
されている者については、手続き開始決定後、資格の再認定を受けている者）
イ 県の指名停止措置を受けている期間中でないこと。
（提案提出の締切日時点）
⑷ 次に掲げる条件のすべてを満たす者、又は条件のすべてを満たす建築工事業者に請け負
わせる者
ア 建設業法に定める特定建設業の許可を受けている者であって、沖縄県の「建設工事入
札参加資格審査及び業者選定等に関する規程」第５条第１項による平成 29・30 年度建設
業者格付名簿に建築工事業「特Ａ」として登録されている者（会社更生法（平成 14 年法
律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき更生手続き開始又は再
生手続き開始の申し立てをしている者又は申し立てがされている者については、手続き開
始決定後、資格の再認定を受けている者）であって、かつ直近の経営事項審査結果通知書
が有効期間内にある者。ただし、本県において経常建設企業体の構成員として建設業者格
付名簿に登録されている者は参加できない。
イ 申請日以前に３ヵ月以上の雇用関係にあり、１級建築士又は１級建築施工管理技士若し
くは建設業法第 15 条第２号ハに規定する国土交通大臣特別認定者（建築）の資格を有す

る者で、監理技術者資格者証を有する者を、本工事に専任で配置できる者
ウ 県の指名停止措置を受けている期間中でないこと。
（提案提出の締切日時点）
11 選考方法等
本事業の事業者選考に関する評価項目及び選考方法については、別添の評価項目表による
ものとする。
12 事業スケジュール
⑴ 参加意思表明書提出期限：平成 30 年８月６日（月）15 時まで
⑵ 企画提案書提出期限

：平成 30 年８月 16 日（木）15 時まで

⑶ プレゼンテーション

：平成 30 年８月下旬

（事業者選考委員会）
⑷ 基本合意覚書締結

：平成 30 年９月中旬

⑸ 賃貸借契約締結

：平成 30 年９月下旬～平成 30 年 10 月上旬

⑹ 事業用借地権設定

：平成 30 年 10 月上旬以降（工事着手までに）

⑺ 施設設計・建設

：平成 30 年 10 月中旬～平成 32 年１月末

⑻ 施設賃貸借及び維持管理：平成 32 年２月～平成 47 年１月
⑼ 施設無償譲渡

：平成 47 年２月

13 手続等
⑴ 質問事項受付期限：平成 30 年７月 25 日（水）15 時まで
質問は「質問書」
（様式１）に記載し、メールで送付すること。
質問のあった事項については、質問者へメールで回答する。また、質問回答については、
本課ホームページにも掲載する。
回答掲載予定日：平成 30 年８月１日（水）
⑵ 参加意思表明書提出期限：平成 30 年８月６日（月）15 時まで
企画提案への参加を希望する者は「参加意思表明書」
（様式２）に記載し、持参又は書留
による郵送にて提出すること。
※ 郵送の場合は、提出期限の前日までの消印を有効とする。
⑶ 企画提案書提出期限：平成 30 年８月 16 日（木）15 時まで
ア 提出書類
① 企画提案書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式３
② 不動産リースの実績（リース会社） ・・・・・・・・・・様式４
③ 建築工事の実績（建築工事会社） ・・・・・・・・・・・様式５
④ 建築設計の実績（設計会社） ・・・・・・・・・・・・・様式６
⑤ 設計及び工事監理の体制 ・・・・・・・・・・・・・・・様式７
⑥ 工程計画表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式８
⑦ リース料金見積書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式９－１
⑧ リース料金内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式９－２
イ 提出部数：11 部（正本１部、副本 10 部）

ウ 提出場所：沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号（沖縄県庁８階）
沖縄県商工労働部情報産業振興課
エ 提出方法：持参又は書留による郵送
※ 郵送の場合は、提出期限日に必着のこと。
⑷ プレゼンテーション（予定）
ア 日時：平成 30 年８月下旬
イ 場所：沖縄県庁内会議室
※ プレゼンテーションの日時及び場所の詳細については、後日通知する。
14 その他
⑴ 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 事業者の選考は、県庁内に設置する委員会において行うものとし、評価得点に基づき、
入選順位及び優先交渉権者を決定する。
⑶ 選考にあたっては、提案内容を総合的に評価し決定する。このため、提案された内容を
すべて実施することを保証するものではない。
⑷ 今回の募集は優先交渉順位を決定するものであり、契約を保証するものではない。
⑸ 契約については、原則として第一位交渉権者とするが、契約に関して必要な協議が合意
に至らない場合は、次順位以降の者を繰り上げて、協議のうえ契約するものとする。
⑹ 入居 IT 企業が内定していることが契約の前提条件であり、契約に先立ち、県、事業者
及び入居 IT 企業の３者で事業に関する基本合意の覚書を締結するものとする。
⑺ 契約にあたっては、建設される施設の仕様等について、県、事業者及び入居 IT 企業の
３者で十分な調整を行うものとする。
⑻ 応募にかかる費用はすべて応募者の負担とし、提案書、審査内容及び審査経過は公表し
ない。また、提出された提案書等は返却しない。
15 問い合わせ先
〒900-8570

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階

沖縄県商工労働部情報産業振興課（基盤整備班）担当：伊集
電話 098-866-2503

FAX 098-866-2455

E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

