
 

1 
 

西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザル 

募集要領 

 

１ 業務の概要 

⑴ 委託業務名 

西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託 

   ただし，建築及び設備基本設計・実施設計業務委託 

⑵ 委託業務の趣旨 

 本整備事業は，西京区西陵中学校区の竹の里小学校，福西小学校と西陵中学校を一

体化した施設一体型小中一貫教育校の新設を求める地元からの要望書を踏まえ，現在

の福西小学校敷地に９学年すべての子どもたちが共に学ぶことができ，地域のシンボ

ルとなる新校舎を建設し，令和７年度に施設一体型小中一貫教育校を開校する計画で

ある。 

本委託業務は，「西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業 基本計画説明書」 

（以下「基本計画」という。）に基づき，西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事

業に係る基本設計及び実施設計を実施するものである。 

 なお，本委託業務の詳細は「西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委

託仕様書」（以下「委託仕様書」という。）による。 

⑶ 履行期間 

   契約の日の翌日から令和５年１月３１日まで 

⑷ 概算予定価格 

３４８，２００千円（ただし，消費税及び地方消費税を含まない。） 

 

２ 受託候補者の選定方法 

「京都市都市計画局設計業務受託候補者選定要綱」に基づく設計業務受託候補者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）が，同要綱及び「西陵中学校区小中一貫教育校

施設整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザル評価要領」（以下「評価要領」と

いう。）に基づく公正な審査を行って受託候補者を選定する。 

まず，本公募への参加を希望する者が提出する参加表明書に基づき，参加資格の確認

を行う。 

第一次審査では，参加資格を有すると認められた者（以下「参加有資格者」という。）

が提出する技術提案書の第１号様式から第６号様式までについて書面審査を行い，第二

次審査に進む対象者を５者以内で選定する。 

第二次審査では，対象者が提出する技術提案書の第７号様式及び第８号様式について

ヒアリング審査を行い，受託候補者及び次点２者を選定する。  
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受託候補者の選定後，受託候補者と本市が委託契約の締結に向けた交渉を行ったうえ

で，随意契約の手続きに進む。交渉が整わない場合は，次点に選定された者と本市が交

渉を行う。この場合にあっては，次点２者のうち評価の高かった第２優先順位の者との

交渉を優先するものとする。 

 

３ 参加資格 

本公募に参加しようとする者は，本公募を開始した日の前日を基点として，次に掲げ

る資格要件のすべてを満たしていなければならない。 

⑴ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所

としての登録を行っている建築士事務所であること。海外から参加する場合には，参

加表明書の提出期限までに，建築士法の一級建築士事務所の登録を受けていること。 

⑵ 京都市契約事務規則（以下「規則」という。）第４条に規定する一般競争入札有資

格者名簿（京都市競争入札参加有資格者名簿（測量・設計等）における登録種目が建

築設計であるもの）に登載されている単独企業（以下「登録業者」という。）又は登

録業者以外の者で参加表明書を提出しようとする日（以下「申請日」という。）の前

日までに令和２年度特定調達（WTO 等）契約の競争入札参加資格申請について本市が受

理している者。ただし，登録業者以外の者にあっては，受託候補者選定通知の日まで

に当該資格が承認されていること。 

⑶ 京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項に規定する競争入札参加停止を受けてい

ないこと。 

⑷ 自社の社員で，建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格取得後５年以上

の建築設計の実務経験を有し，かつ，日本語での業務に支障がない管理技術者を配置

し得ること。ただし，管理技術者は，設計担当主任技術者を兼ねることができない。 

また，同時に公募している「小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務

委託に係る公募型プロポーザル」にも応募する場合，同一の管理技術者で応募するこ

とはできない。 

⑸ 自社の社員で，次のいずれかに該当し，かつ，日本語での業務に支障がない設計担

当主任技術者を配置し得ること。ただし，設計担当主任技術者は委託仕様書で配置を

求める建築設計者であること。 

また，同時に公募している「小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務

委託に係る公募型プロポーザル」にも応募する場合，同一の設計担当主任技術者で応

募することはできない。 

ア 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格取得後２年以上の建築設計の

実務経験を有すること。 

イ 建築士法第２条第３項に規定する二級建築士の資格取得後７年以上の建築設計の

実務経験を有すること。 
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ウ 大学（建築に関する専門課程）卒業後７年以上の建築設計の実務経験を有するこ

と。 

⑹ 協力事務所（応募者と同一組織でない事務所であり，専門分野において技術の提供

等を行う事務所）への再委託等（ただし，主たる業務部分を再委託等するものでない

こと。）を予定する場合にあっては，当該協力事務所が，本公募の他の応募者でないこ

と。 

 

４ 参加資格の確認 

⑴ 参加表明書の作成方法等 

   「西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザ

ル技術提案書等の作成に関する説明書」（以下「技術提案書作成に関する説明書」と

いう。）による。 

⑵ 様式の入手方法 

 京都市情報館の都市計画局のホームページにある新着情報『西陵中学校区小中一貫

教育校施設整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザルについて』からダウンロ

ードし，Ａ４版の帳票として印刷のうえ使用すること。 

ホームページのアドレス 

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000276696.html 

⑶ 提出方法等 

ア 提出場所 

京都市都市計画局都市企画部都市総務課技術担当（担当：木山，加賀野） 

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地（分庁舎２階） 

電話 075－222－3641 ＦＡＸ 075－222－3689 

mail toshisomu@city.kyoto.lg.jp 

イ 提出方法・部数 

   原本：１部提出（２穴Ａ４版タテ型片面印刷） 

※持参，郵送又は信書便（当日消印有効） 

  副本：原本をＰＤＦ形式に変換し，電子メールで送信 

※電子メール送信後，当日午後５時までに必ず着信の確認を行うこと。 

  ウ 参加表明書には，次に掲げる資料（各１部）を添えて提出すること。 

  ⑴ 建築士法第２３条の規定に基づく一級建築士事務所登録通知書（写し） 

  ⑵ 様式２に記載した管理技術者及び設計担当主任技術者の資格を証明し得る資料 

エ 提出期限 

１１スケジュールのとおり。 

⑷ 参加資格の確認結果の通知 

参加資格の確認結果は，以下のとおり通知する。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000276696.html
mailto:toshisomu@city.kyoto.lg.jp
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ア 通知方法 

電子メール 

イ 参加資格を有しないと認められた者に対する書面による理由説明 

(ｱ) 参加資格を有しないと認められた者は，参加資格の確認結果の通知をした日の

翌日から起算して５日以内（閉庁日を除く。）に，書面により，参加資格を有し

ないと認めた理由について説明を求めることができる。 

 (ｲ) 前項の書面は，京都市長宛てにＡ４判で作成するものとし，説明を求める者の

名称，代表者名，主たる事務所の所在地，連絡先，担当者名，応募業務名及び理

由を求める旨を記載し，社印及び代表者印の押印を行ったうえで，⑶アまで持参，

郵送又は信書便（必着）にて提出すること。 

 (ｳ) 書面による説明を求められた場合には，当該書面を収受した日の翌日から起算

して５日以内（閉庁日を除く。）に，説明を求めた者に対し，質問に対する回答

を書面にて発送する。 

 

５ 参加資格の確認結果の取消し 

参加有資格者が，次の各号のいずれかに該当することとなったときは，４⑷による通

知を取り消すことができる。 

⑴ 受託候補者を選定する日時までに，京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項の規定

により定めた一般競争入札参加者の資格を喪失したとき。 

⑵ 受託候補者を選定する日時までに，３に規定する参加資格を喪失したとき。 

⑶ 技術提案書を期限までに提出しないとき。 

⑷ 提出書類に虚偽の記載があると認められる場合。 

⑸ 技術提案書に記載した管理技術者及び設計担当主任技術者が変更になる場合，又は

当該業務に従事できなくなった場合。ただし，止むを得ない事情があるものとして選

定委員会が認める場合は，この限りではない。 

⑹ 技術提案書に記載された見積金額が，１⑷の概算予定価格を超えた場合。 

⑺ 受託候補者の選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。 

 

６ 技術提案書の作成 

⑴ 技術提案書の作成方法等 

   技術提案書作成に関する説明書による。 

⑵ 様式の入手方法 

  ４⑵と同じ。 

⑶ 提出方法等 

ア 技術提案書（第１号様式から第６号様式） 

  本公募に参加を希望する者全員が提出する。 
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(ｱ) 提出場所 

４⑶アと同じ。 

(ｲ) 提出方法・部数 

  ４⑶イと同じ。 

(ｳ) 提出期限 

１１スケジュールのとおり。（参加表明書と併せて提出する。） 

  イ 技術提案書（第７号様式及び第８号様式） 

第一次審査（書面審査）を通過した者に対し，提出を要請する。 

(ｱ) 提出場所 

  ４⑶アと同じ。 

(ｲ) 提出方法・部数 

  ４⑶イと同じ。 

(ｳ) 提出期限 

１１スケジュールのとおり。 

 

７ 審査方法 

評価要領による。 

なお，評価項目及び配点の概要は，次のとおり。 

⑴ 第一次審査（書面審査）                 １００点 

ア 設計事務所の能力，成績等                １２点 

イ 管理技術者の実績等                   ２４点 

ウ 設計担当主任技術者の実績等               ２４点 

エ 業務実施の方針，体制等                 ３２点 

オ 見積金額                         ８点 

⑵ 第二次審査（ヒアリング審査）              １００点 

ア 技術提案：すべての人にとって利用しやすく， 

地域のシンボルとなる小中一貫教育校について  ４０点 

イ 技術提案：より効果的な市内産木材の利用について     ４０点 

ウ プレゼンテーション能力                 ２０点 
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８ ヒアリング審査について 

  第一次審査を通過した者に対し，技術提案の内容確認や補足説明を受けることを目的

として，ヒアリング審査を実施する。 

  ヒアリング審査の実施の順番（事務局にて厳正に抽選のうえ決定する。）を含めた詳

細については，第一次審査結果の通知と併せて通知する。 

  なお，ヒアリング審査には，参加表明書に記載の管理技術者及び設計担当主任技術者

の２名が出席するものとする。 

 

９ 選定結果の通知 

⑴ 受託候補者の選定結果は，理由を付して，技術提案書を提出した者全員に，書面を

郵送して通知する。 

⑵ 技術提案書を提出した者は，前号の通知をした日の翌日から起算して５日以内（閉

庁日を除く。）に，当該通知に関する詳細な説明を書面により求めることができる。 

⑶ 前項の書面は，京都市長宛てにＡ４判で作成するものとし，説明を求める者の名称，

代表者名，主たる事務所の所在地，連絡先，担当者名，選定結果の通知に対して詳細

な説明を求める旨を記載し，社印及び代表者印の押印を行ったうえで，４⑶アまで持

参，郵送又は信書便（消印有効）にて提出すること。 

⑷ 詳細な説明を求められた場合には，書面を受領した日の翌日から起算して５日以内

（閉庁日を除く。）に，説明を求めた者に対し，回答を書面にて発送する。 

⑸ ⑵から⑷までの規定は，第一次審査結果の通知を行う場合について準用する。 

 

１０ 選定結果の公表等 

 ⑴ 選定結果の公表 

受託候補者を選定後，受託候補者を選定した日，技術提案書の提出者名，受託候補

者名，選定の理由及び評価点等を公表する。ただし，評価点については，技術提案書

提出者名等を伏せて公表する。 

 ⑵ 技術提案書の閲覧 

提出された技術提案書のうち，受託候補者の技術提案書については，選定結果公表

後の一定の期間，閲覧に供するものとする。 

なお，閲覧の期間や場所等については，選定結果と併せて公表する。 
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１１ スケジュール 

公募開始               令和３年 １月 ６日（水） 

問合せの提出期限           令和３年 １月２５日（月）午後５時まで 

参加表明書，技術提案書（第１号様式から第６号様式まで）の提出期限 

   令和３年 ２月１５日（月）午後５時まで 

参加資格確認結果の通知        令和３年 ２月１７日（水）発送【予定】 

第一次審査（書面審査）        令和３年 ２月２６日（金）【予定】 

第一次審査結果の通知（技術提案の要請）令和３年 ３月 １日（月）発送【予定】 

技術提案書（第７号様式及び第８号様式）の提出期限 

         令和３年 ３月１５日（月）午後５時まで 

第二次審査（ヒアリング審査）     令和３年 ３月２５日（木）【予定】 

受託候補者選定結果の通知       令和３年 ３月３０日（火）発送【予定】 

 

１２ 本公募に関する問合せ 

  本公募に関する問合せの方法等は，以下のとおりとする。 

⑴ 問合せ先 

４⑶アと同じ。 

⑵ 問合せ期間 

   １１スケジュールのとおり。 

 ⑶ 問合せ方法 

ア 問合せは電子文書により行うものとする。 

イ 上記⑵の期間内に，問合せに関する電子文書を電子メールで送信（ただし，閉庁

日を除く午前９時から午後５時までに限る。）すること。 

    なお，電子メールを送信した際は，必ず着信の確認を行うこと。 

ウ 問合せに関する電子文書は，京都市長宛てにＡ４判で作成するものとし，質問者

の名称，代表者名，主たる事務所の所在地，連絡先，担当者名，応募業務名，問合

せの内容を記載すること。 

 ⑷ 問合せに対する回答方法 

上記⑵の問合せの期限の日の翌日から起算して４日以内（閉庁日を除く。）に，４

⑵のホームページに質問及び回答を掲載する。 

 

１３ 提出書類の取扱い 

 ⑴ 提出書類は返却しない。 

 ⑵ 提出書類の作成に必要となる費用は参加者の負担とする。 

⑶ 提出期限後における不備書類の追加提出や提出書類の再提出，差し替え及び訂正は

認めない。 
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 ⑷ 提出書類は，必要に応じて複製することがある。 

⑸ 技術提案書の提出後，本市の判断により補足資料等の提出を求めることがある。 

 ⑹ 提出書類は，その写しを含め，本市において本公募以外には使用しない。 

⑺ 提出書類に対し，京都市情報公開条例第６条第１項の規定に基づく請求書が提出さ

れた場合には，受託候補者の選定が完了した後において，その全部又は一部を請求者

に公開することがある。 

⑻ 受託候補者の技術提案書は，選定結果公表後の一定の期間，公衆の閲覧に供する。 

 

１４ その他  

⑴ ３に掲げる参加資格のほか，委託仕様書で設計担当者等の資格要件を定めているの

で，注意すること。 

⑵ 委託契約は，本市行財政局財政部契約課が作成する業務委託契約書により締結する。

業務委託契約書は，本市行財政局財政部契約課のホームページに掲載している。 

 （URL：https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm） 

⑶ 委託仕様書は，契約交渉の段階で若干の修正を行う場合がある。 

⑷ 契約後において，提出書類に虚偽の記載が行われていることが判明した場合は，契

約を取り消すことがある。 

⑸ 本手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

⑹ 本契約及び選定手続はＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。 

 

１５ Summary 

（1）Nature and Quantity of the services to be required: 
   Basic design and execution design of the construction of unified 
  elementary-secondary school in Seiryo junior high school district 
 (2) Deadline for submission of documents related to application and the first round 

screening: 
   5:00 PM, February.15.2021  
 (3) Deadline for submission of documents related to the second round screening: 
   5:00 PM, March.15.2021  
 (4) Contact information for documentation relating to the proposal: 
  General Affairs Section, City Planning Department, City Planning Bureau 
  The City of Kyoto 
   604-8571 488,Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto-city,Kyoto,Japan 
  Tel:075-222-3641 (the number, in Japan) 
       81-75-222-3689(the number, from abroad) 

（都市計画局都市企画部都市総務課）  

https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm

