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Ⅰ 概 要 

 

１．事業名 

北中城村役場第一庁舎改築事業 

 

２．発注者 

北中城村（以下、「村」という。） 

【担当部局】 

  〒901-2392 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場４２６番地２ 

北中城村役場 総務課 平田・比屋根 

電   話：098-935-2233（内 315）ＦＡＸ：098-935-3488 

電子メール： s-hirata@vill.kitanakagusuku.lg.jp 

         hajim82＠vill.kitanakagusuku.lg.jp 

 

３．事業の目的   

本村の庁舎は、第一庁舎・第二庁舎・水道庁舎・別館会議室に分かれており、

教育委員会については、中央公民館に別れている状況となっています。第一庁

舎（以下、「施設」という。）については、昭和 46年に建築され、築 47年以

上が経過し、昭和 56 年施行の新耐震設計基準にも対応していないことから、

老朽化や耐震性といった問題は避けられない状況にあります。 

このような庁舎の抱える問題の解消と村民サービスの向上や厳しい財政状

況の中、行政効率を一層高めていくためにも新しい施設の整備は早急に取り組

まなければならない重要な課題であります。 

本プロポーザルは、施設整備に係る設計及び施工を一括して発注するための

優先交渉権者を選定するにあたり、施設整備に係る工期の短縮と事業費の縮減

を行なうため、事業者の高い技術力及び豊富な経験を公募により選定するため

に実施するものであります。 

 

４．事業の内容   

本公募により提案が採用された応募者は、その提案に基づき、施設の設計・

建設を行う。 

 

５．業務の範囲   

応募者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

（1）設計及びその関連業務 

（2）建設及びその関連業務 

（3）工事監理業務 

（4）官庁その他への手続き及び関連業務 
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６．募集方法      

公募型プロポーザル方式 

 

７．募集提案内容    

事業契約にあたって、次の項目について提案を募集する。 

（1）設計・建設の計画案 

（2）事業費 

 

８．施設の引渡し   

平成 32年度 9月末までに施設を設計、建設し、村に引渡す。 

 

９．事業の基本条件 

 （１）スケジュール 

   事業者選定： 

   事 業 公 告       平成 31年１月 23日 

募集要項等の配布       平成 31年１月 23日から平成 31年 2月 6日 

参加表明書質問書の受付    平成 31年 1月 23日から平成 31年 1月 31日 

               （回答の公表 2月 1日） 

参加表明書提出期限      平成 31年 2月 6日 

技術提案要請者へ通知     平成 31年 2月 8日 

技術提案書等への質問書の受付 平成 31年 2月 8日から平成 31年 2月 20日 

               （回答の公表 2月 22日） 

技術提案書提出期限      平成 31年 3月 4日 

プレゼンテーション      平成 31年 3月 6日 

選定結果の発表        平成 31年 3月 14日 

基本協定書締結        平成 31年 3月 25日 

設 計 業 務        基本協定書締結翌日から平成 31年 11月下旬 

事 業 契 約        平成 31年 8月上旬 

建 設 業 務        平成 31年 12月上旬から平成 32年 9月下旬 

 

 （２）施設の所有権 

   施設の所有権は建物完成時に本村へ移転する。 

 （３）施設整備内容 

   施設整備の詳細については、「資料 1 施設整備概要書」を参照とする。 

 （４）事業費の支払い 

   事業費は引渡し翌月からの毎月分割支払いを基本とし、変更のある場合

は協議し、事業契約までに決定する。事業者は月末までに請求し、発注

者は翌月末日までに支払うものとする。    

 （５）事業費の総額について 
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   20年間の事業費の総額は￥1,028,400,000-（税込）を上限とする。 

 （６）官庁諸手続き 

   事業に関する各種申請、届出に要する費用は全て事業者の負担とする。 

 （７）リスク分担 

   リスク分担については、「Ⅳリスク分担表」を参照すること。定めのな

いリスクについては、双方の協議により定めるものとする。 

 

１０．敷地の概要 

（1）所在地      沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場 426番地 2 

（2）敷地面積     5,498㎡ 

（3）土地の所有者   北中城村 

（4）建設場所    「資料 2 敷地の概要及び地盤の状況」による 

（5）地盤の状況   「資料 2 敷地の概要及び地盤の状況」による 

 

 

Ⅱ 応募者の募集及び選定のスケジュール 

 

1.参加表明書の提出 

日時 平成 31年 2月 6日（水）17時まで 

提出場所：Ⅰ、2.に同じ。 

提出方法：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。） 

による。 

 

2.質問書の受付と回答 

参加表明書質問書の受付    平成 31年 1月 31日 

技術提案書等への質問書の受付 平成 31年 2月 8日から平成 31年 2月 20日 

質問は、Ⅰ、2.に文書（別紙様式 1）により行うものとし、持参、郵送、電 

送、又は電子メールのいずれの方法でも可能とする。 

（電送又は電子メールの場合には着信を確認すること。） 

 

3.提案書の提出 

日時 平成 31年 3月 4日（月）17時まで 

場所 北中城村役場 総務課 

※ 持参にて提出すること。 

 

4.プレゼンテーションの日時 

（1）日  時  平成 31 年 3 月 6 日（水）※時間については後日連絡する。 

（2）場  所  北中城村役場 

（3）出 席 者   配置予定技術者を含め、5名以内とする。 
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（4）持参品    スライドの紙ベース資料７部、ノートパソコン。 

（5）実施方法  パワーポイントによって行う。プロジェクターとスクリー

ンは村にて用意する。 

（6）所要時間  各事業者 50分 （説明 30分、質疑応答 20分） 

 

5.審査結果について 

 審査は提案内容を総合的に審査し、最も優れていると考えられる提案を選定

する。 

 

6.審査結果の公表 

日時 平成 31年 3月 14日（木） 

審査の結果は、すべての事業者に対して文書にて通知する。なお、審査結果に

対する異議等は一切受け付けない。 

7.契約等について 

 選定事業者とは協定書を締結し、詳細の協議を行なった後、事業契約書を締

結する。 

 

Ⅲ 応募条件等 

 

1.応募資格       

（1）代表となる企業は沖縄県内に本店・支店または営業所を有する者であり、

かつＰＰＰ/ＰＦＩ事業による代表企業実績のあること。 

（2）設計・工事監理企業は建築士法第 23条の規定に基づく一級建築士事務所

登録を行なっている者であり、かつ沖縄県内に本社を置く者であること。 

（3）建設企業は建設業法第 3 条第 1 項の規定に基づく、建築一式工事におい

て、特定建設業の許可を受けている者であり、かつ沖縄県内に本社を置

く者であること。 

（4）平成 29・30年度北中城村建設工事入札参加資格者名簿に登録されている

者であること。 

（5）設計・工事監理企業及び建設企業は延べ床面積 1,500㎡以上の国若しくは

地方公共団体の庁舎又は国土交通省告示第 15号（平成 21年１月７日）別

添２による類型４（業務施設）の第２類（銀行、本社ビル、庁舎）、類型

12（文化・交流・公益施設）の第２類（警察署、消防署）の設計及び施工

の実績があること。 

（6）次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

①参加表明書の提出期日において地方自治法施行令（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及び同条第２項の規定に基

づく北中城村の入札参加制限を受けていない者であること。 

②参加表明書の提出期日以前３ヶ月以内に、手形交換所で手形若しくは小 
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切手の不渡りを出した事実がない者。又は銀行若しくは主要取引先からの

取引停止等を受けた事実がない者であること。 

③会社更生法に基づき更正手続きの開始申し立て及び破産法に基づく破産

手続き開始の申し立てをしている者でないこと。又は民事再生法に基づき

再生手続きの開始申し立てをしている者でないこと。 

  ④直近営業年度の法人税、法人住民税を滞納していない者であること。 

 

2.参加の表明 

 応募者は、あらかじめ「提案書の提出参加表明書」(別紙様式２)を提出する

こととし、次の書類を添付すること。 

  ・会社案内 

  ・財務諸表（直近１年分） 

  ・法人税、法人住民税、消費税及び地方消費税の納税証明書（直近１年分） 

  ・代表企業実績（別紙様式３） 

参加表明書の留意事項 

 （1）作成方法 

    参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。 

   ① 配布された様式（様式-2～様式-3）を基に作成を行なうものとし、

文字サイズは 10ポイント以上に限る。 

 （2）関連資料 

   ① 業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写し、完成写真を

提出すること。 

 （3）選定・非選定通知 

   ① 参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから技術

提案書の提出者として 3者程度選定する。ただし、同評価の提出者

が 3者を越えて存在する場合及び評価点が僅差の場合はこの限りで

はない。技術提案書の提出者として選定した者には、書面をもって

通知する。また、選定されなかった者に対しては、選定されなかっ

た旨と、その理由（非選定理由）を同じく書面をもって通知する。 

   ② 上記①の非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算し

て 5日（休日を含まない。）以内に、非選定理由について書面により説

明を求めることができる。 

   ③ 上記②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 5日（休日を含む。）以内に書面により行う。 

   ④ 非選定理由の説明書請求の受付場所、受付期間は以下のとおりであ

る。 
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 受付場所：１.（４）、に同じ。 

 受付日時：土曜日、日曜日及び休日を除く 9時 00分から 17時 00分まで。 

 

3.応募に関する留意事項 

 （1）提案に必要な費用は、応募者の負担とする。 

 （2）応募者は、１つの提案しかできない。 

 （3）提案に際して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨

は円に限る。 

 （4）提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効とする。 

 （5）提示した業務規模と大きくかけ離れているか、または提案内容に対して

見積が不適切な場合は提案書を無効とする。 

 （6）提案書に記載した設計者及び工事監理者は原則として変更できない。 

ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合、

又は提案書による協力企業等に同等以上の資格と経験を有する技術者を

もって配置する場合、あらかじめ村の承諾を得れば、この限りではない。 

 （7）全般的な留意事項として、専門的な知識を持たない者でも理解できるよ

うに、極力専門用語を使用せず、平易な表現で記載すること。 

 （8）提案書は返却しない。なお、提案書は応募者に無断で使用しない。 

 

Ⅳ 提案について 

 

１.提出書類 

提案は次に上げる書類をもって行なうものとする。 

（１）提 案 書                          

・配置計画     

・意匠計画 

・諸室の環境 

・防犯・防災計画 

・環境配慮計画 

※任意書式とし、A3横 3枚程度にまとめることとする。 

（２）ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の代表企業実績        （別紙様式３） 

（３）設計の実績（設計・工事監理企業）        （別紙様式４） 

 契約の相手方が官公庁で 1,500㎡以上の施設の完成実績であること。 

（４）建設工事の実績（建設企業）           （別紙様式５） 

 契約の相手方が官公庁で 1,500㎡以上の施設の完成実績であること。 

（５）設計者及び工事監理者の体制            （別紙様式６） 

（６）施設計画図 

施設計画に対する考え方、レイアウト、ゾーニング等 

・施設配置図 
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・施設平面図 

・施設立面図 

・施設断面図 

・施設概要書 

・外観パース 

※図面は上記の各図を A3で６枚程度とする。 

（７）施工工程計画表  A3横使い          （別紙様式７） 

    （基本協定書締結から施設の引渡しまで） 

（８）事業費の見積書・内訳書             （別紙様式８） 

（９）技術提案書                   （別紙様式９） 

    ①地域経済への貢献 

    ②工期の短縮、事業費の削減 

    ③事業リスクに関する事項 

    ④自 由 提 案 

 

2.提出方法 

・提出部数は７部持参すること。 

提案書は正本を 1部とし、他は写しを添付すること。 

・サイズは提案書・図面は A3横使い（左ホッチキス綴じ、片面使用）とする。 

 

Ⅴ 審査について 

１．審査        

審査は、提案内容を総合的に審査し、最も優れている提案を選定する。 

 

２．審査結果の公表   

審査の結果については、結果を文書で通知する。 

 



様式3

様式4

様式5

様式6

様式7 10

20

合　　計 200

評価項目と配点は以下のとおりです。

・事業リスクに関する事項

自由提案書

・各事業者の独自提案

事業費の概算見積書 様式8

（5）環境配慮計画

地域経済への貢献

様式9
A4サイズを
A3に綴る

60

・村内事業者活用、地域貢献

工期の短縮及び事業費に関する事項

・工期の短縮、事業費の縮減

事業リスクに関する事項

提
案
事
項

施工行程計画表

設計・建設に関する事項

任意様式
A3

3枚程度
60

（1）配置計画

（2）意匠計画

（3）諸室の環境

（4）防犯・防災計画

評価基準

評価項目 様式等 配点

実績評価

PPP/PFI事業の代表企業実績

50
設計の実績（設計・工事監理企業）

建設工事の実績（建設企業）

設計・工事監理企業の体制


