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新竹田市立こども診療所の設計者選定に係るプロポーザル実施要領 

 

１、趣旨 

竹田市は、新竹田市立こども診療所の建設に向けた基本設計及び実施設計等について、

意欲・情熱を持ち豊かな創造力・設計能力を有する設計者を選考するため、この実施要

領により設計者選考を行います。 

２、委託する業務概要 

（１）業務名    新竹田市立こども診療所設計業務 

 

（２）業務内容   基本設計及び実施設計（電気・給排水設備を含む）、駐車場舗装及び

外溝工事設計 （別紙仕様書を参照） 

 

（３）設計委託料  設計委託料予定額１２，０００千円を上限とします。（消費税及び

地方消費税を含む） 

 

（４）設計業務の契約など 

①市は、最優秀提案者の所属事務所を新竹田市立こども診療所の設計委託の第１位契約

候補者とし、契約交渉を行うものとします。 

②最優秀提案者若しくはその所属事務所が、設計者選定終了後に、本要領の失格事項に

該当すると認められた場合、又は、市と最優秀提案者の所属事務所による契約締結交

渉が不調となった場合は、次順位者である次点者の所属事務所と契約交渉を行うこと

とします。 

③本設計者選定以後、設計チームの取組体制が著しく変わった場合は、設計業務の委託

契約の候補者としての地位を取り消す場合があります。さらに、契約締結後において

は、その契約を解除する場合があります。 

 

（５）契約期間   契約締結の日～１５０日間 

 

３、主催者及び事務局 

（１）主催者  竹田市 

 

（２）事務局  竹田市保険健康課 （管理係）峯野、牛尾 

〒８７８－８５５５ 大分県竹田市大字会々１６５０番地 

電話  （０９７４）６３－１１１１ 内線１７１ 

ＦＡＸ （０９７４）６４－９１５０ 

電子メール   kenkou@city.taketa.lg.jp 
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４、応募資格等 

（１）応募資格 

応募資格を有する者は、次に掲げる要件全てに該当する者とします。 

  

①竹田市への競争入札参加資格があること。 

②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。 

③応募者が、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築

士の資格を有するとともに、応募者が代表し、又は所属する事務所（以下「所属事務

所」という。）が、建築士法第２３条第１項に規定する一級建築士事務所として登録を

受けていること。 

④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号から第６号までに該当する団体又は団体に属する者でないこと。 

⑤所属事務所が、本設計者選定の公告の日から設計委託契約の前日までの間に竹田市長

から競争入札参加資格の停止処置を受けていないこと。 

⑥所属事務所が、公告日以前３箇月以内に、手形取引所で不渡手形若しくは不渡小切手

を出した事実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こと。 

⑦所属事務所が破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産の申立て、会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。 

⑧応募者及び所属事務所が、市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

⑨応募者又は設計チームを構成する者のいずれかが、平成１４年度以降において、病院

や診療所等の建物新築工事の設計責任者として設計業務の完了実績があること。 

⑩応募者が、本設計業務に統括責任者として従事できること。 

 

（２）応募に対する制限 

①所属事務所からの応募は１名のみとします。また、応募者が代表し、又は所属する企

業からの複数の応募はできません。 

②統括責任者は１名とします。 

③所属事務所が共同企業体を構成することは可としますが、その場合、当該共同企業体

が所属する事務所になります。また、共同企業体の各構成員は、さらに他の応募者が

所属する共同企業体の構成員となることや、単独で他の応募者の所属事務所となるこ

とはできません。なお、共同企業体を構成する場合は、参加表明書に協定書の写しを

添付してください。 

④所属事務所が協力事業所と協働する体制は可としますが、その協力事業所の所属建築
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士は、自ら応募者となることはできません。なお、建築意匠分野における協力事業者

は、複数の応募者の協力事業所となることはできません。 

 

５、選定方式等 

（１）審査委員会 

設計者の選定は、次に掲げる委員により構成される新竹田市立こども診療所の設計者

選定に係るプロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）が行います。 

（委員名）   （役職・肩書き等） 

佐田 繁子    母子保健推進員 

山室 有紀    子育て支援員 

高野 智幸    竹田市立こども診療所長 

野田 良輔    竹田市副市長 

志賀 清隆    竹田市建設課長 

後藤 和重    竹田市財政課長 

吉野 憲之    竹田市保険健康課長 

 

（２）選定方法 

第１次審査 

提出された図書等を委員会で審査し、第２次審査でヒアリングを求める５者程度を

選定します。 

第２次審査 

第１次審査で選定された者に対し、委員会においてプレゼンテーションとヒアリン

グを実施し、図書及びヒアリング結果を総合評価し、最優秀者と次点者を各１者選定

します。 

 

（３）審査基準の概略 

 審査項目 審査基準 

１
次
審
査 

様式２ 

【課題１】設計に対する基本

的な考え方 

プロポーザル参加にあたり、竹田らしい、竹田にふさわしい診

療所を提案しようとする設計者としての設計思想がどう記述

されているか。 

提案書 

【課題２】（１）～（６）に

対する提案（様式は任意） 

課題としたテーマに対する提案について 

・的確性（課題に対して的確な提案となっているか） 

・創造性・独創性（応募者の創造性・独創性が盛り込まれてい

るか） 

・実現性（提案内容が理論的に裏付けられ説得力を持っている
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か、諸条件を踏まえ実現可能な提案であるか） 

・機能性（小児科の医療現場としての機能性、安全性、快適性

などが考慮されているか） 

・竹田らしさが感じられるか（周辺環境・景観との調和も含め

た提案となっているか） 

その他 様式３・４・５・７は、審査の参考にします。 

２
次
審
査 

様式６【課題３】及び様式５ 応募者からプレゼンテーションとヒアリングにより、設計方針

と本業務に取り組む体制を審査する。 

提案書 

【課題２】（１）～（６）に

対する提案 

応募者からのプレゼンテーションとヒアリングにより、１次審

査で提出済の【課題２】の対する提案を再評価します。 

プレゼンテーション プレゼンテーションとヒアリングにより、取組み意欲とコミュ

ニケーション力を審査します。 

その他 様式３・４は、審査の参考とします。 

 

（４）主なスケジュール 

プロポーザル手続きの公告     平成２９年５月２２日 

参加表明書の提出期限       平成２９年６月 １日 

質問書の提出期限         平成２９年６月 ５日 

質問に対する回答         平成２９年６月１２日 

第１次審査図書提出期限      平成２９年６月２３日 

第１次審査            平成２９年６月 下旬 

第２次審査書類提出期限      平成２９年７月 上旬 

第２次審査（プレゼンテーション） 平成２９年７月 中旬 

 

６、第１次審査に係る手続等 

（１）実施要領及び参加表明書等の様式の交付等 

竹田市のホームページからダウンロードしてください。 

   （ＵＲＬ：http://www.city.taketa.oita.jp/） 

 

（２）現地説明及び質疑事項等について 

現地説明会は実施しませんので、別添地図等を参考にしてください。 

また、参加表明に係る質疑事項・確認事項等については、事務局あてにメールにて参

加表明書提出期限の前々日までに問い合わせください。 

 

http://www.city.taketa.oita.jp/
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（３）参加表明書（様式１）の提出期限等と受付番号の通知 

①提出期限       平成２９年６月１日（木） １７時（事務局必着） 

②提出部数       １部 

③提出方法       持参又は郵送若しくは宅配便 

④受付番号の通知 

応募者には、事務局から電子メールで受付番号を通知しますので、第１次審査及び

第２次審査の提出書類には受付番号を明記してください。 

⑤共同企業体を構成する場合は、協定書の写しを添付ください。 

 

（４）提出図書等 （別添「提出図書等作成要領」を参考の上作成ください。） 

①提案書（Ａ３） 【課題２】（１）～（６）に対する提案書（様式は任意） 

②様式２     【課題１】設計に対する基本的な考え方 

③様式３     応募者の経歴等 

④様式４     応募者等の代表作品概要 

⑤様式５     設計チームの取組体制 

チーム全員の資格を証する免許等の写しを添付してください。 

⑥応募者の一級建築士免許証明書（又は建築士免許証）の写し 

⑦所属事務所の建築士事務所登録通知書の写し 

共同企業体の場合は、構成員全てのものが必要です。併せて、協定書の写しを添付

ください。 

 

 

 

（５）提出図書の提出期限等 

①提出期限   平成２９年６月２３日（金）（事務局必着） 

②提出方法   持参又は郵送若しくは宅配便 

 

（６）質疑応答 

質問書は、電子メール（文字のみ、テキストファイル形式）でのみ受け付けます。質

問に対する回答は、参加表明者全員に電子メールにて通知します。 

 

（７）審査結果の発表 

第１次審査の結果は、第１次審査後速やかに応募者全員に、第２次審査に進むか否か

を書面にて通知します。 

なお、審査結果に関する問合せ、意義申し立ては一切受け付けません。 

 

〔提出部数等〕 

上記の図書は、９部提出ください。 
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７．第２次審査に係る手続等 

（１）提出図書及び部数 

様式６【課題３】新竹田市立こども診療所設計業務の実施方針   ９部 

 

（２）提出期限等 

①提出期限   平成２９年７月上旬（予定） 

②提出方法   持参又は郵送若しくは宅配便 

 

（３）提案書のプレゼンテーション・ヒアリング 

①第１次審査で提出済の提案書及び様式５並びに様式６について、提案者による説明（約

１５分程度）と審査委員会によるヒアリング（約１５分程度）を行います。説明に際

し、プロジェクター等の機器を使用する場合は、事前に連絡ください。 

②説明参加者は、応募者（総括責任者）を含め３名までとします。 

③開催は、平成２９年７月中旬を予定していますが、実施時間や場所等の詳細について

は、第２次審査に進む応募者の決定後に通知します。 

 

（４）審査結果の発表 

第２次審査の結果については、竹田市ホームページにて応募者及び所属事務所を公表

するとともに、第２次審査に進んだ応募者全員に書面で通知します。なお、審査結果に

対する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けません。 

 

８．新竹田市立こども診療所の計画概要 

（１）建設地、敷地条件など 

①建設地   竹田市大字玉来２番６ほか 

②敷地条件  建設予定地敷地面積 ７９５．２４㎡（実測） 

③用途地域等 

ア．用途地域  近隣商業地域 

イ．建ぺい率  ５０％ 

ウ．容積率   ２００％ 

エ．防火指定  なし 

オ．竹田市景観計画（平成２８年３月）に準拠してください。 

④想定地質   地質調査は、隣接地で最近行ったものを参考にしてください。 

 

（２）建築等条件 

①構造及び階数 

ア．構造  木造ほか 関係法令に準拠してください。 
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イ．階数  ２階建て 周辺環境に配慮し、関係法令に準拠してください。 

②建物の規模 

延床面積 ３００㎡以内 ※予算（範囲内）と機能等により検討してください。 

③駐車場の規模 

概ね２０台分を確保してください。 

④来院患者数の見込 

過去実績を参考に検討ください。秋から翌春までが多くなる傾向にあります。 

 ２８年度 ２７年度 ２６年度 ２５年度 

開所日数（日） ２９０ ２８８ ２８１ ２７６ 

患者数（人） １６，８９８ １６，１６９ １５，６２７ １５，１００ 

※患者数には、予防接種及び健康診査での来院者を含む 

 

（３）予定事業費 

概ね１億円  建物本体工事（地盤改良等を含む）、電気・給排水設備工事、舗装及

び外溝工事 

※事業費については、現在補正予算要求中のため変更がありうる。 

 

９．その他 

（１）失格事項 

次の各号のいずれかに該当する者は失格とします。 

①提出図書に虚偽の記載をした者 

②応募資格がなく提出図書を提出した者 

③提出図書の作成要領、提出方法及び提出期限を守らない者 

④審査委員会の委員又は関係者と本計画に関する接触を行った者 

⑤提出図書に盗用した疑いがあると審査委員会が認めた者 

⑥その他、審査委員会が不適格と認めた者 

 

（２）設計業務に係る工事の制限 

本設計業務を受託した所属事務所及び当該事務所と資本・人事面等において関連があ

ると認められた製造業者又は建設業者は、本設計業務に係る工事の入札に参加し又は当

該工事を請け負うことはできない。 

 

（３）提出図書の取扱い 

提出後の提出図書の追加（提案書を除く）・修正は認めません。 

①提出図書は、返却しません。 

②提出図書の著作権は、応募者に帰属します。 
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③本設計者選定の結果公表（広報紙、竹田市ホームページ等）や出版物等への掲載の可

能性があります。 

④設計者選定後において、市は提案書の趣旨は尊重しますが、提案書の内容には拘束さ

れないものとします。 

 

（４）その他 

①使用する言語、通貨及び単位 

日本語、日本国通貨及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とします。 

②費用負担 

本プロポーザルの応募に要する費用は、すべて応募者側の負担とする。 

 

 

【参考資料】下記参考資料は、竹田市のホームページに掲載しています。 

○新竹田市立こども診療所の設計者選定に係るプロポーザル手続きの開始について 

○新竹田市立こども診療所の設計者選定に係るプロポーザル実施要領 

○新竹田市立こども診療所の設計者選定に係るプロポーザル提出図書等作成要領 

○提出図書等の様式（様式１～７） 

○新竹田市立こども診療所設計業務仕様書 

○建設用地の測量図および位置図 

○近隣ボーリングデータ 


