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岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事基本設計者選定実施要領 

 

 岩倉市が計画している岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事の基本設

計者を選定するため下記により技術提案書の提出を要請する。 

 

記 

 

１ 業務の名称 

  岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事基本設計者選定プロポーザル

（以下「プロポーザル」という。） 

 

２ 業務の概要 

 (1) 目的 

   岩倉北小学校の敷地内に設置されている市立体育館は、昭和４０年５月

に開館されており、建設後５０年以上が経過し、老朽化が進んでいる。そ

のため、既存の市立体育館を廃止し、新たに岩倉北小学校の屋内運動場と

して整備することを計画している。 

   しかし、学校施設は、単なる建築物ではなく、子どもたちの教育や学習

を支援し、子どもたちの生活を守る施設であるとともに、地域とのつなが

りの拠点となる施設でもある。 

また、屋内運動場の建設に併せて、放課後児童クラブの建設やプールの

建て替えを予定しているとともに、校舎についても将来建て替えが検討さ

れている。 

そのため、本事業の基本設計にあたっては、学校関係者を始め、地域住

民からのニーズを反映することのできる柔軟かつ高度な発想力、設計能

力、豊富な経験等を設計者に求めたくプロポーザルを実施するものであ

る。 

 (2) 事業計画（予定） 

   ・令和元年度 基本設計 

          既存プール解体工事実施設計 

   ・令和２年度 実施設計 

          既存プール解体工事 

   ・令和３年度 屋内運動場等複合施設建設工事 

          市立体育館解体工事設計 

   ・令和４年度 市立体育館解体工事、屋外トイレ解体工事 

          プール建設工事 

資料２ 
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 (3) 事業内容 

   建物用途 小学校 

   敷地面積 １７，３４２㎡（施設台帳敷地面積） 

   計画方針 

   ＜新築＞ 

    屋内運動場   ：ＲＣ造又はＳ造１階一部２階建 １，２５０㎡程度 

    放課後児童クラブ：                 ３５０㎡程度 

   ＜取り壊し＞ 

    既存市立体育館：ＲＣ造２階建          １，０６１㎡ 

    既存プール、既存屋外トイレ 

   ＜その他＞ 

    プール、進入路、外構及び屋外施設含む 

 

３ 主催及び事務局 

 (1) 主 催 岩倉市 

 (2) 事務局 〒４８２－８６８６ 

       愛知県岩倉市栄町一丁目６６番地 

       岩倉市教育こども未来部学校教育課 

       （受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分） 

        ※ただし、正午から午後１時を除く。 

       電 話：０５８７－３８－５８１８（直通） 

       ＦＡＸ：０５８７－６６－６３８０ 

       電子メール：gakokyoiku@city.iwakura.lg.jp 

 

４ 参加資格 

プロポーザルに参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当す

る者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しな

い者 

 (2) 参加表明書その他別に定める提出書類（以下「参加表明書等」という。）

を提出する日において、平成３０・３１年度岩倉市入札参加資格者名簿の建

築設計の業種登録事業者 

 (3) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の３第１項の規定によ

り、一級建築士事務所登録簿に登録された者 

 (4) 前号に規定する者で、当該事務所に建築士法第１０条第１項の規定によ

る業務の停止を命ぜられ、又は免許を取り消された建築士が属していない

mailto:gakokyoiku@city.iwakura.lg.jp
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もの 

 (5) 参加表明書等を提出した日から当該業務の契約を締結する日までに、岩

倉市指名停止取扱要領（平成２８年１０月１日施行）による指名停止の措

置を受けていない者 

 (6) 岩倉市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２４

年９月２７日付け岩倉市長・岩倉市水道事業岩倉市長・岩倉市教育委員会

教育長・愛知県江南警察署長締結）に基づく排除措置又はこれに準ずる措

置となる法人等のいずれかに該当しない者 

 (7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続

開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第  

２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない

者 

 

５ 参加条件 

 (1) 参加表明書等を提出する者は、単体企業であること。 

 (2) 参加表明書等を提出する者は、平成２１年４月以降に児童生徒数４００

人以上の小中学校で、延床面積が３，０００㎡以上の校舎又は延床面積が  

１，０００㎡以上の屋内運動場の新築、改築及び増築の実施設計を受注し

引き渡したことがあること。または、延床面積が４，０００㎡以上の各種

学校施設（校舎、屋内運動場等）の新築、改築及び増築の実施設計を受注

し引き渡したことがあること。 

 

６ 実施スケジュール 

区分 内容 日付 

公告・公表 実施要領公表 ５月１３日(月) 

第一次審査 参加表明書等交付 

質問受付 

質問回答 

参加表明書等提出期間 

 

選定委員会（書類審査） 

結果発表（公表、通知） 

５月１３日(月)より 

５月１４日(火)～２１日(火) 

５月２８日(火) 

６月４日(火)～１１日(火) 

※ただし土、日曜日は除く。 

６月１９日(水) 

６月２０日(木)予定 

第二次審査 選定委員会（提案ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ

ｰｼｮﾝ、ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

結果発表 

６月２８日(金) 

 

７月１日(月)予定 
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７ 参加表明書等に関する説明書の交付 

公募型プロポーザル説明書、各種様式等については、岩倉市の公式ホームペ

ージからダウンロードすること。なお、窓口での配布は行わないものとする。 

 

８ 参加表明書等の提出方法 

 (1) 参加表明書等の提出書類 

  ア 参加表明書・・・・・・・・・・・・・・・ （様式第１－１） 

  イ 参加表明書等受領書・・・・・・・・・・・ （様式第１－１－１） 

  ウ 事務所の概要・・・・・・・・・・・・・・ （様式第１－２） 

  エ 学校施設の同種・類似業務実績・・・・・・ （様式第２） 

  オ 管理技術者の経歴等・・・・・・・・・・・ （様式第３） 

  カ 各主任技術者の経歴等・・・・・・・・・・ （様式第４） 

  キ 管理技術者の同種・類似業務実績・・・・・ （様式第５） 

  ク 担当主任技術者の同種・類似業務実績・・・ （様式第６） 

  ケ 担当業務分野の追加・・・・・・・・・・・ （様式第７） 

  コ 協力事務所の名称等・・・・・・・・・・・ （様式第８） 

  サ 岩倉北小学校屋内運動場等複合施設 

    建設工事への提案（技術提案書）・・・・・  （様式第９） 

  シ 見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・ （様式第１０） 

 (2) 提出場所 

   事務局（３(2)に記載） 

 (3) 提出方法 

   提出期間内に、必ず事務局に持参すること。郵送による提出は認めない。

提出書類受領確認のため、受付番号を付した受領書を交付する。 

 (4) 提出部数 

   参加表明書（様式第１－１）、（様式第１－１－１）、（様式第１－２）、（様

式第２）、（様式第３）、（様式第４）、（様式第７）、（様式第８）、見積書（様

式第１０）は１部。その他は左上に１点留め（ホッチキス等）とし１０部。

（写真は、カラーコピーとしてもよい。） 

 (5) その他 

   参加表明書等の提出後は、提出した参加表明書等を一式にまとめた電子

データ（ＰＤＦデータ）を事務局に電子メール又は記録媒体（ＣＤ-Ｒ）で

提出すること。なお、記録媒体の提出は郵送でも可とする。 

 

９ 参加表明書等に伴う質問書の提出先及び方法 

   提出先は事務局とし、質問方法は質問書（様式第１１）により電子メール
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（やむを得ない場合は、ＦＡＸでも可とする。なお、必ず電話により着信確

認を行うこと。ただし、土日を除く。）で提出すること。回答は、岩倉市公

式ホームページに掲載するため、質問の有無に関わらず確認すること。 

 

１０ 審査 

   参加表明書等の審査は、岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事基

本設計者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う。 

  ＜選定委員会委員＞８名 

   委員長：副市長 

   委 員：総務部長、市民部長、健康福祉部長、建設部長、 

教育こども未来部長、総務部行政課長、建設部都市整備課長 

 

１１ 選定概略 

 (1) 第一次審査（書類審査） 

   選定委員会で参加表明書等を審査し、ヒアリング要請者として、５者程度

を選定する。なお、評価点が最低基準点（満点の６０％）に満たない参加表

明者は選外とし、全参加表明者が最低基準点に満たない場合は、業務内容を

見直し、必要に応じて再度公募実施するものとする。 

 (2) 第二次審査 

   岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事への提案（技術提案書）のプ

レゼンテーション及びヒアリングにより評価し、最優秀者１者、次点者１者

を選定する。 

 (3) 選定基準 

   選定委員会は、第一次審査では下表に示す企画評価（９０％）と見積価格

に対する価格評価（１０％）に基づいて選定し、第二次審査では企画評価で

選定する。 

  企画評価表 

評価項目 評価事項 

１ 事務所の実力 

 （業務経歴等） 

同種・類似業務実績、技術者数、有資格者

数、同種・類似業務適応性 

２ 担当チームの能力 

 （技術者等の経験と能力） 

管理技術者及び担当主任技術者等の資格、

経験、業務実績、受賞実績、繁忙度等 

３ 担当チームの対応 

 （業務の実施方針・手法及

び提案） 

(1) 取り組み意欲 

(2) 業務の理解度 

(3) 技術提案の的確性、独創性、実現性 

(4) 実施方針の妥当性 
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１２ 費用負担 

   参加表明書等の作成にかかる費用は、参加表明者の負担とする。 

 

１３ 選定後の業務内容 

   市長は、選定委員会から報告を受けた選定結果を尊重して、最優秀者及び

次点者を特定する。また、市長は、最優秀となった者を岩倉北小学校屋内運

動場等複合施設建設工事基本設計業務の随意契約の相手方とするものとす

る。ただし、最優秀者との契約が不調となった場合は、次点者を随意契約の

相手方とするものとする。 

 (1) 委託業務名 

    岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設工事基本設計業務 

 (2) 業務内容 

   ア 基本設計 

   イ 各種説明会、会議等への参加協力、資料作成 

   ウ 地域住民などの意見聴取及びとりまとめ 

 (3) 履行期限 

   令和２年３月１９日を予定 

 (4) その他 

   令和元年度予算の基本設計業務委託料は、１３，２００千円（消費税及び

地方消費税相当額を含む）以内を予定している。なお、契約保証金は免除と

する。 

   支払時期については契約書の記載による。ただし、委託料には旅費、宿泊

費等の一切の経費を含む。 

   プロポーザルは、設計適格者を選定するものであり、具体的な設計作業は、

参加表明書等に記載された内容を反映しつつも、委託者との協議に基づい

て実施することとする。 

 

１４ その他 

 (1) 手続きに使用する言語又は通貨は、日本語、日本円とする。 

 (2) 関連情報を入手するための窓口は、事務局とする。 

 (3) 参加表明書等を提出した者が選定委員会委員又は関係者と本業務に関す

る接触を求めた場合は失格とする。 

 (4) 技術提案書の作成にあたり、すでに発表されたものと同一、あるいは類似

の提案をしたものは失格とする。 

 (5) 提出されたものは、審査に必要な範囲において複製できるものとする。ま



－7－ 

 

た、参加表明者において提出された書類を雑誌、広報誌その他一般の閲覧に

供する場合は、事務局の承諾を得ること。 

 (6) 参加表明書等は返却しない。 

 (7) 審査結果（最優秀者、次点者等）は、公表する。 

 (8) 参加表明書等は、原則として提出後の差し替え、再提出は認めない。ま

た、参加表明書等に記載した配置予定の技術者は原則として変更できない。

ただし、傷病、死亡、退職等やむを得ない理由により変更する場合は、同等

以上の技術者であるとの承諾を得なければならない。 

 (9) 現地説明会は開催しない。また、現地の調査、見学等を希望する場合は事

務局に連絡すること。なお、学校であることから、児童、近隣住民、学校関

係者のプライバシーに十分配慮するとともに、学校の指示に従うこと（原則

１回）。なお、トラブルが発生した場合は、内容により失格とする。 


