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１．趣 旨 

 

大分県では、精神医療センターを県立病院本館に併設して整備し、身体合併症患者への一般診療科と連携

した対応を実現するとともに、精神疾患を持つ患者が必要な時にいつでも診療を受け必要に応じて入院すること

ができるよう、精神科救急医療体制の確保を図る方針である。 

さらに、多くの設計者へ病院設計の技術力の継承が図られることを期待し、設計業務を共同で取り組める特定

設計業務委託共同企業体を選定する公募型プロポーザルを実施するものである。  

  

２．設計者選定の概要 

 （１）主催者及び事務局 

ア 主催者  大分県 

イ 事務局  大分県土木建築部施設整備課 

住 所  〒870－8501 大分県大分市大手町 3丁目 1番１号 

     電 話  097-506-4704  ファックス  097-506-1780 

ホームページ http://www.pref.oita.jp/soshiki/18600/seishin-proposal.html 

 

    電子メールアドレス a18600@pref.oita.lg.jp 

 

（２）精神医療センター新築工事設計者選定委員会 

 設計者の選定は、庁内で設置する精神医療センター新築工事設計者選定委員会（以下、「選定

委員会」という。）が行う 

 

（３）選定方式 

    本設計者選定は、公募型プロポーザル方式で行う。 

    提出書類等を基に書類審査とヒアリングを行い、最優秀者及び次点者を選定する。 

 

審査基準の概略 

審査 審査基準の概略 選定数 

 

書類審査 

① 設計実績 

② 配置予定技術者の保有資格 

 

 

最優秀者（１者） 

 次点者（１者） 

 

ヒアリング 

① 実施方針及び実施体制の妥当性 

② 精神病棟の設計実績による熟知度・的確性 

③ 病院の設計実績による熟知度・的確性 

 

（４）主なスケジュール 

 ・ 手続開始の公告・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成 29年 6月 7日（水） 

・ 参加表明書等の様式の配布期間 ・・・・・・ 平成 29年 6月 7日（水）～6月 29日（木） 

・ 質問書提出期間・・・・・・・・・・・・・・ 平成 29年 6月 7日（水）～6月 22日（木） 

・ 質問への回答・・・・・・・・・・・・・・・ 平成 29年 6月 26日（月） 

・ 参加表明書等の提出期限・・・・・・・・・・ 平成 29年 6月 29日（木） 

・ 提出書類等提出期限 ・・・・・・・・・・・ 平成 29年 7月 7日（金） 

・ ヒアリング ・・・・・・・ ･・・・・・・・ 平成 29年 7月 20日（木）（予定） 

・ 審査結果の通知 ・・・・・・・・・・・・ ･  平成 29年 7月 25日（火）（予定） 

 

 

 

 

mailto:a18600@pref.oita.lg.jp


 

 2 

３．応募資格 

応募資格を有する者は、公告日において、次に掲げる要件をすべて満たす特定設計業務委託共

同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）とする。 

 

 （１）特定ＪＶの資格要件 

ア 特定ＪＶの構成員（以下、「構成員」という。）の数は２者又は３者であること。 

イ 特定ＪＶの代表者（以下、「代表構成員」という。）は、構成員のうち最大の出資比率を有

する者であること。 

ウ 各構成員は、本業務における他の特定ＪＶの構成員でないこと。 

エ 各構成員の出資比率は、構成員が２者の場合は２０％以上、３者の場合は１０％以上であ

ること。 

オ 結成方法は、自主結成であること。 

カ 本業務の委託契約の相手方となった場合は、本業務の履行後３ヶ月以上特定ＪＶとして存

続できること。 

キ 照査技術者（※２）（建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有し、一級建築

士免許取得後の実務経験が１０年以上の者に限る。）を構成員から配置できること。 

 

 

（２）すべての構成員に関する資格要件 

ア 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。 

イ   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大分県知事から競争入札参加

資格の停止措置を受けていないこと。 

ウ 公告日以前３ヶ月以内に、手形交換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。 

エ 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又は会社更生法(平成 14年

法律第 154 号)の規定に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成 11 年法律第

225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

オ  各構成員が大分県競争入札参加資格（建築関係建設コンサルタント業務）を有していること。 

 

（３）代表構成員に関する資格要件 

ア  平成 14年 4月 1日以降に、元請けとして１棟延べ床面積３，０００㎡以上の病院の実施設計業務

（新築又は増築に係る設計に限る。ただし、増築設計の場合は、増築部分の延べ床面積が当該

床面積以上であること。）を完了した実績を有すること。ただし、JVによる実績の場合は、出資比率

が２０％以上の比率で実施したものに限る。 

イ  管理技術者（※１）（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

格を有し、一級建築士免許取得後の実務経験が１０年以上の者に限る。）を配置できること。 

 

（４）その他構成員に関する資格要件 

ア  大分県競争入札参加資格審査申請において、大分県内に本店を有するもので、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大分県知事登録を受けていること。 

 

（５）技術者等に関する資格要件 

 ア 管理技術者、照査技術者のほか各主任担当技術者（※３）を各１名配置すること。なお、

それぞれの技術者が他の技術者を兼任することはできない。 

 イ 分担業務分野（※４）のうち、各主任担当技術者を構成員以外から配置予定の場合は、契
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約後に承認が必要となる。 

 ウ 本設計者選定後、評価した配置予定技術者を変更することはできない。ただし、正当な理

由により、配置予定技術者を変更する必要がある場合は、同一資格、又は上位資格を有す

る者に限り変更を認める。 

※１ 「管理技術者」とは、大分県建築設計業務等委託契約約款第十五条で規定する者とす

る。 

※２ 「照査技術者」とは、大分県建築設計業務等委託契約約款第十六条で規定する者とす

る。 

※３ 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野（※４）における担当技

術者を総括する役割を担う者をいう。 

※４ 分担業務分野の分類は下記による。 

 

分担業務分野 業務内容 

総合 

平成２１年度国土交通省告示第１５号別添一第１項第

一号及び第二号において示される「設計の種類」におけ

る「総合」 

構造 同上「構造」 

電気 同上「電気設備」 

機械 
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気

設備」 

 

４．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期間等 

  ア 交付期間 

    平成 29年 6月 7日（水）～6月 29日（木）（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。） 

   

イ 交付方法 

大分県土木建築部施設整備課ホームページからダウンロードできる。 

また、交付期間中の午前９時から午後５時までの間、事務局でも交付する。（ＣＤ

 －Ｒを持参すること。） 

 

（２）参加表明書等の提出期限と受付番号の通知 

    ア 参加表明書等の提出期限 

     平成 29年 6月 29日（木）午後５時（事務局必着）までとする。 

イ 参加表明書等の提出方法 

参加表明書（様式１－１）及び特定設計業務委託共同企業体協定書（様式１－２）の

写しを持参又は書留等受取が確認できる方法で提出すること。ただし、封筒等の表面に

は、必ず「参加表明書在中」と朱書きすること。 

ウ 受付番号の通知 

参加表明書等を提出した応募者には、事務局から電子メールで受付番号を通知するの

で、提出書類には受付番号を明記すること。 
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（３）提出書類等 

  ア 設計実績（以下の項目から最大 3作品まで、同一項目複数実績でも可）（様式２） 

  ※実績を証明する図面添付必要 

① 鉄筋コンクリート造による 20床以上の精神病床を含む病院の新築又は増築の設計 

② 鉄筋コンクリート造による 19床以下の精神病床を含む病院又は診療所の新築又は増築の設計 

③ 鉄筋コンクリート造による精神病床を含まない病院（5,000㎡以上）の新築又は増築の設計 

   イ 管理技術者の経歴（様式３－１） 

ウ 照査技術者の経歴（様式３－２） 

エ 配置予定技術者・協力事務所の概要（様式４） 

オ 精神医療センター新築工事設計業務の実施方針（様式５－１） 

      カ 精神医療センター新築工事設計業務の実施体制（様式５－２） 

キ 精神病棟の設計実績 

  ①患者保護のための材料や工法の実績（様式６－１－①） 

  ②患者への監視体制の実績（様式６－１－②） 

ク 病院の設計実績 

  ①来院者へ配慮した色彩・視覚・照明計画の実績（様式６－２） 

ケ 管理技術者、照査技術者の一級建築士免許証明書（又は一級建築士免許証）の写し 

コ 各主任担当技術者の資格証明書（又は資格者証）の写し（構成員から配置する場合に限る） 

サ 建築士事務所登録通知書の写し（その他の構成員） 

シ 代表構成員に関する資格要件を満たす病院（3,000㎡以上）の新築又は増築の設計 

         ※実績を証明する図面添付必要（様式７） 

ス 提出書類チェックリスト（様式８） 

 

（４）提出部数 

様式１－１，１－２ 1部  

様式２～７ 各１０部 左上１箇所ステープラー止め一綴り 

資格等の証明書 各１部 左上１箇所ステープラー止め一綴り 

様式８ １部  

ＣＤ－Ｒ １部 様式２から様式７までをＰＤＦにして保存して下さ

い。 

   ※様式２～７については、それぞれインデックスを付与すること。 

（５）作成要領 

 別添１（提出書類作成要領）のとおりとする。 

 

（６）提出書類等の提出期限等 

   ア 提出期限 

      平成 29年 7月 7日（金） 午後５時（事務局必着） 

イ 提出方法 

     持参又は書留等受取が確認できる方法で提出すること。 
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ただし、封筒等の表面には、必ず「提出図書 在中」と朱書きすること。 

ウ 提出書類等の受領通知 

     提出書類等を受領した旨の通知を事務局から電子メールで通知する。 

 （７）費用負担 

    提出書類等の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

 

 （８）質疑応答 

質問（別記様式１）は、電子メール（文字のみ、テキストファイル形式）でのみ受け付ける。

質問に対する回答は、大分県土木建築部施設整備課ホームページに掲載する。 

質問を受付け後、受け付けた旨の通知メール（以下「受付完了メール」という。）を送信する。

受付完了メールが届かない場合は、事務局まで問い合わせること。 

ア 質問書の提出期限 

平成 29年 6月 22日（木）午後 5時まで 

   イ 質問回答日  

       平成 29年 6月 26日（月） 

ウ その他 

       質問事項の回答については、本実施要領の追加又は修正とみなす。 

 

（９）ヒアリング 

ア 応募者による実施方針、実施体制、精神病棟及び病院の設計実績の説明（10分以内のプレゼ

ンテーション）と選定委員による 15分程度のヒアリングを行う。 

  ※事務局で応募者より提出された様式５～様式６及び補足資料のＰＤＦデータをプロジェ

クターで投影する。応募者は提出した様式５～様式６及び補足資料のみを用いて説明を行う

ものとする。 

イ 参加者は３名までとする。 

ウ 開催は、平成 29年 7月 20日（木）を予定しているが、実施時間（開始時刻、説明時間）、

場所及びその他詳細については、提出書類等の提出期限後に応募者総数が把握できしだい通

知する。 

 

 （10）評価基準 

 提出書類等及びヒアリングで評価する項目、評価基準は別添２のとおりとする。 

 

 （11）審査の公開 

     審査及びヒアリングは非公開とする。 

 （12）選定結果の発表 

大分県土木建築部施設整備課ホームページで最優秀者及び次点者を公表するとともに、応募者

全員に書面で通知する。なお、選定結果に関する問い合わせ、異議申立ては受け付けない。 

 

５．委託する業務内容等 

 （１）委託業務名 

    施委第１３-２１号 精神医療センター実施設計委託 
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 （２）業務の内容 

ア 本業務委託は、精神医療センター新築工事の建築、電気設備、機械設備、外構工事及び附属

施設の実施設計を行うものである。 

 イ 設計仕様は別添３による 

ウ 契約に際しては、業務の詳細について双方で確認を行う。 

 

 （３）設計委託料 

委託料は、46,578千円以内（消費税及び地方消費税を含む）を予定している。 

 （４）設計業務の契約等 

ア  県は、最優秀者を施委第１３-２１号精神医療センター実施設計委託の第１位契約候補者と

し、契約締結交渉を行うものとする。ただし、最優秀者の評価が著しく低いと判断される

場合は、交渉をしない場合がある。 

イ 最優秀者若しくはその構成員が本設計者選定終了後に６．その他（１）の失格条項に該当

すると認められた場合、又は、県と最優秀者による設計委託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と契約交渉を行うこととする。 

 

６．その他 

 （１）失格条項 

次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。 

ア 提出書類等に虚偽の記入をした者。 

イ 応募資格の要件を満たさない者。 

ウ 提出書類の作成要領、提出方法及び提出期限を守らない者。 

エ 選定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。 

オ 提出書類等に盗用した疑いがあると選定委員会が認めた者。 

カ その他、選定委員会が不適格と認めた者。 

 

（２）評価内容の担保 

最優秀者、次点者決定に反映された提出書類の内容を履行できなかった場合は、大分県が発注す

る建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領（昭

和60年3月8日大分県告示第267号）に基づく指名停止を行うことができるものとする。ただし、発

注者との協議において認められた場合を除く。 

 

 （３）設計業務に係る工事の制限 

 本設計業務を受託した特定ＪＶ（構成員及び再委託先を含む。以下同じ。）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ができない。 

 

 （４）提出書類等の取り扱い 

提出後の提出書類等の追加、修正は認めない。 
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ア 提出書類等は返却しない。 

イ 提出書類等の著作権は、応募者に帰属する。 

ウ 県では、最優秀者及び次点者に選定された提出書類等の公表（広報、ホームページ等）や

出版物等への掲載、展示などをする場合がある。 

エ 選定後において、県は提出書類の趣旨は尊重するが、提出書類の内容に拘束されないもの

とする。 

 

  （５）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）に定める単位とする。 


