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気仙沼市新庁舎建設設計に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 事業の名称 

気仙沼市新庁舎建設基本・実施設計業務 

２ 業務概要 

（１）目的 

本プロポーザルは気仙沼市新庁舎建設基本・実施設計業務を委託するにあたり，本業務に適した技

術力，創造力，及び問題解決力を有する者を選定することを目的とする。 

（２）基本方針・基本事項 

本市は，平成18年に旧気仙沼市と旧唐桑町が新設合併して「気仙沼市」が誕生し，その後，平成21 

年には旧本吉町を編入合併して現在の気仙沼市となった。行政庁舎については，旧気仙沼市役所庁舎

を本庁舎とし，旧２町の役場庁舎を総合支所として事務事業を行っている。 

また，平成23年３月に発生した東日本大震災からの復旧・復興を進めるため，新たな部署の新設な

どがあり，教育委員会事務局をワン・テン庁舎から魚市場前庁舎（旧河北ビル）に移設している。 

震災以降，復旧・復興を最優先して事業を実施してきたが，一方で現庁舎は耐震基準を満たしてい

ないことに加え，老朽化も進み安全性が確保されておらず，市庁舎における市民の利便性の向上や防

災拠点機能，行政運営の効率化の観点から，平成28年3月に変更した新市建設計画及び新市基本計画，

さらには第２次気仙沼市総合計画においても主要事業として新庁舎の整備があげられている。 

（３）業務内容 

新庁舎にかかる基本・実施設計業務，造成設計業務（解体工事完了後の一部残存構造物解体設計と

の調整及び外構設計業務含む）（別紙「気仙沼市新庁舎建設基本・実施設設計業務特記仕様書」のと

おり。） 

（４）計画条件・概要等 

気仙沼市新庁舎建設基本構想（令和 2年 3 月策定），気仙沼市新庁舎建設基本計画（令和 3年 7 月策

定）による。 

（５）履行期間 

令和４年３月～令和６年６月 

基本設計：令和４年３月～令和５年３月 

実施設計：令和５年４月～令和６年６月 

（６）委託限度額 

３２５，６４７，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

（内訳）基本設計： ７４，４６１，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

実施設計：１７３，２３５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

造成設計： ７７，９５１，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

なお，上記の金額は契約金額の限度額を示すものであり，市がこの金額で契約することを約束するもの

ではない。 

（７）想定規模 

事業区域面積：約22,000㎡ 

建築延床面積：9,000㎡～10,000㎡ 

 

３ 発注者及び事務局 

（１）発注者   気仙沼市長 菅原 茂 

（２）事務局   気仙沼市総務部財産管理課新庁舎建設係 
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〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町 1丁目 1番 1 号 

TEL：0226-22-6600（内線 565）    FAX：0226-22-9790 

E-mail  z-kanri@kesennuma.miyagi.jp 

 

４ 設計者選定の概要 

（１）方式 

公募型プロポーザル方式とする。 

（２）参加資格要件 

① 本プロポーザル公告日時点で気仙沼市入札参加資格者名簿において，建築設計コンサルタント

に登録されていること。 

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 会社更生法（平成14年法律154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（会社更

生法にあっては更生手続き開始の決定，民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けてい

る者を除く。）でないこと等，経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

④ 本プロポーザル公告日時点で，気仙沼市指名競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

⑤ 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録をして

いる個人・法人であること。 

⑥ 平成23年4月1日以降に，国又は地方公共団体の庁舎建設に係る基本設計及び実施設計に係る業

務（執務室及び窓口を主にしたもので，計画庁舎の延床面積が6,000㎡以上のものに限る。増築

の場合は増築部分の延床面積が対象。）を元請で受注し，完了した実績を有すること。 

⑦ 本プロポーザル公告日時点で一般社団法人イニシアチブが実施するＺＥＢプランナー登録業者

であること 

⑧ 本業務の参加に当たっては，代表企業と構成企業による，２社以上の設計共同企業体（以下

「ＪＶ」という。）を結成して参加することができる。その場合は以下の要件を満たしているこ

と。 

ア 自主的に結成された設計共同企業体であること。 

イ 構成企業の数は，２社以下（代表参加企業と構成企業の合計最大３社）であること。 

ウ 代表企業は，上記①～⑦に掲げる要件をすべて満たしていること。 

オ 構成企業は，上記②～④に掲げる要件をすべて満たし，かつ気仙沼市入札参加資格者名簿に

登録されていること。 

カ いずれの構成企業も，単体又は他のＪＶの代表・構成企業として本プロポーザルに参加して

いないこと。 

キ 各構成企業の出資比率は，10％以上であること。また，代表企業の出資比率は最大であるこ

と。 

⑨ 配置予定技術者に関する要件は以下のとおりとし，兼任は認めない。 

  なお，各技術者は参加企業（ＪＶ含む）及び協力会社に３か月以上の雇用関係を有すること。 

ア 管理技術者 

Ａ. 建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく一級建築士の資格を有する者であること。 

Ｂ. 上記⑥の実績を１件以上有すること。 

Ｃ. 参加企業（ＪＶの場合は代表参加企業）の組織に所属していること。 

イ 照査技術者 

Ａ. 建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく一級建築士の資格を有する者であること 
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Ｂ. 管理技術者又は照査技術者として，上記⑥の実績を１件以上有すること。 

Ｃ. 参加企業（ＪＶの場合は代表参加企業）に所属していること。 

ウ 建築（総合）主任技術者 

Ａ. 建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく一級建築士の資格を有すること。 

Ｂ. 管理技術者又は建築設計担当の主任技術者として，上記⑥の実績を１件以上有すること。 

Ｃ. 参加企業（ＪＶの場合は代表参加企業）に所属していること。 

エ 構造主任技術者 

Ａ. 建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく構造設計一級建築士の資格を有すること。 

Ｂ. 参加企業もしくは協力会社に所属していること。 

オ 電気主任技術者 

Ａ. 建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく設備設計一級建築士の資格を有すること。 

Ｂ. 参加企業もしくは協力会社に所属していること。 

カ 機械主任技術者 

Ａ. 建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく設備設計一級建築士の資格を有すること。 

Ｂ. 参加企業もしくは協力会社に所属していること。 

キ 造成主任技術者 

Ａ. 技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく技術士（建設部門-道路，又は都市及び地方計

画）であること。 

Ｂ. 造成担当の管理技術者又は主任技術者として，下記⑪イの実績（面積は１ha以上）を１件

以上有すること。 

Ｃ. 参加企業もしくは協力会社に所属していること。 

⑩ 上記⑨エ～キの配置予定技術者が協力会社に所属する場合の要件は以下のとおり。 

ア 上記②，③に掲げる要件をすべて満たしていること。 

イ 単体又は他のＪＶの構成企業，他の参加企業の協力会社として本プロポーザルに参加してい

ないこと。 

⑪ 参加企業（ＪＶ含む）及び協力会社のいずれかの企業が次に掲げる要件を全て満たしているこ

と。 

ア 建設コンサルタント登録規定による，「道路部門」かつ「都市計画及び地方計画部門」に登

録されていること。 

イ 平成23年4月1日以降に，国又は地方公共団体（土地開発公社等の出資団体を含む）発注によ

る国土交通省告示第98号（平成31年１月21日）別添二の第一から第十二号の類型・用途の建築

物整備を目的とする２ha以上の開発行為を伴う造成設計業務を元請で受注し，完了した実績を

有すること。 

 

（３）プロポーザル審査委員会 

プロポーザルによる受託者選定を厳正かつ公平に行うため，次の委員で構成する「気仙沼市新庁舎

建設設計者選定プロポーザル審査委員会」を設置する。 

（敬称略） 

区  分 氏  名 所 属 団 体・役 職 名 等 

 

（1）学識経験者  

      （五十音順） 

石井  敏 東北工業大学副学長・建築学部長・教授 

丸谷 浩明 東北大学災害科学国際研究所副研究所長・教授 

矢口 哲也 早稲田大学理工学術院 教授 

（2）気仙沼市新庁舎建設 

検討委員会の委員  

赤川 郁夫 気仙沼市副市長  

小野寺幸恵 気仙沼市市民生活部長 
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（４）評価基準 

別紙「気仙沼市新庁舎建設設計者選定評価基準書」のとおり。 

 

５ スケジュール  

１次審査について 

（１）１２月 １日（水） 公告・募集開始（気仙沼市ホームページ掲載） 

（２）１２月１０日（金） 参加表明等書等に関する質問書の受付締切（16 時まで電子メール必着） 

（３）１２月１５日（水） 質疑に対する回答（気仙沼市ホームページ掲載） 

（４）１２月１７日（金） １次審査書類（参加表明書等）の提出受付締切（16時まで事務局必着） 

（５）１２月２７日（月） １次審査（応募があった企業の内から提案を要請する企業として５者程度

選定） 

（６）１２月２７日（月） １次審査結果通知，２次審査参加要請通知（技術提案書の提出要請） 

（電子メールにより通知し，通知文書を郵送） 

２次審査について 

（７） １月１１日（火） 技術提案書に関する質問書の受付締切（16時まで電子メール必着） 

（８） １月１４日（金） 技術提案書に関する質問書に対する回答（電子メールで回答） 

（９） ２月１４日（月） 技術提案書の提出締切（16 時までに事務局必着） 

（10） ３月上旬     ２次審査（技術提案書及びヒアリング） 

（11） ３月上旬     ２次審査結果の通知 

（12） ３月中～下旬   審査結果の公表（気仙沼市ホームページ掲載） 

※状況によりスケジュール及び審査方法等の変更を行う場合があります。 

 

６ 提出書類について 

（１）質問書（参加表明書等） 

①様式１（項目欄が足りない場合，適宜行を追加すること。） Ａ４版１部 

（２）１次審査書類 

①様式２－１（参加表明書）               Ａ４版１部 

②様式２－２（参加表明書 構成企業・協力会社）     Ａ４版１部 ※必要な場合のみ提出 

③様式３  （会社概要書）               Ａ４版１部 

④様式４  （管理技術者・照査技術者・各主任技術者実績）Ａ４版１部 

⑤様式５  （協力会社届出書）             Ａ４版１部 ※必要な場合のみ提出 

（３）質問書（技術提案書） 

①様式１（項目欄が足りない場合，適宜行を追加すること。） Ａ４版１部 

（４）２次審査書類 

①様式６  （技術提案提出書）   Ａ４版１枚，計１部 

②様式７  （実施方針・実施手順，取組体制・人員配置・配慮事項） Ａ３版１枚，計１０部 

③様式８  （課題に対する提案）  Ａ３版計４枚 各１０部 

④様式９  （業務工程表）     Ａ３版１枚，計１０部 

⑤様式２－３ 設計共同企業体協定書提出届出  Ａ４版１部  

※必要な場合のみ提出，協定書の写し提出 

 

７ 技術提案書の内容について 

（１）様式７に記載する「実施方針・実施手順」は業務の理解度及び取組意欲等について，「取組体
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制・人員配置・配慮事項」は業務への取組体制，担当チームの特徴，設計上特に配慮する事項等

について，とする。 

（２）様式８「課題に対する提案」に記載する課題は，次による。 

課題１ 建物配置を計画する上での留意点と解決策【配置計画及び配置に関わる造成計画】 

課題２ 市民利用・市民協働と，周辺環境との配慮・調和を考慮した建築計画を実現する上での

留意点と解決策【配置及び施設計画】 

課題３―１ 利便性・快適性・可変性に配慮した建築計画を実現する上での留意点と解決策【施設

計画】 
課題３―２ 持続可能性及びライフサイクルコスト低減に配慮した建築計画を実現する上での留意

点と解決策【環境配慮・コスト低減】 
課題４  当該敷地において市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎を実現する上での留意点と解決

策【造成計画及び建築計画】 

※なお，上記課題３－１，３－２についてはＡ３版１枚の中に記述すること 

 

８ 選定方針について 

本プロポーザルの審査は，１次及び２次審査の二段階方式で行います。 

（１）１次審査 

応募者の中からヒアリング要請者を５者程度選定します。 

（２）２次審査 

要請された５者程度に対してヒアリングを行い，最優秀者及び次点者を選定し，それぞれ優先交

渉者及び次点交渉者とします。 

 

９ ヒアリングについて 

（１）日時及び場所 

令和４年３月上旬とし，具体的な日時及び場所等は改めて連絡する。 

（２）方法 

① ヒアリングは非公開とする。 

② ヒアリングの際は，自己のヒアリング出席時間以外の入室（傍聴）は認めない。 

③ ヒアリング（パソコン操作を含む）は，配置予定技術者（照査技術者を除く）のみとし,管理技

術者，建築（総合）主任技術者,造成主任技術者を必ず含む最大６名の参加とする。 

④ ヒアリングにより求める内容は，提出された書類の表現を補足する追加説明及び審査委員からの

質疑とする。 

⑤ ヒアリングにおいては，提出書類以外の説明用書類（模型等も含む）の使用は出来ない。 

⑥ 説明においては，提出書類はパワーポイントを用いて説明することが出来,その内容は提案書に

記載の内容に限ることとする。なお，内容を分割して表現しても構わない。 

⑦ 新型コロナウイルス感染症対策として，ヒアリングをWEB会議方式で実施する場合があり，実施

方法についてはヒアリング要請時に通知する。 

 

10 失格 

次の事項の一つに該当するときは，失格とする。 

（１）定められた提出期限，提出場所，提出方法に適合しないとき。 

（２）指定する様式および記載上の留意事項に示された条件に適合しないとき。 

（３）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

（４）記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 
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（５）許容された表現方法以外の方法が用いられているとき。 

（６）虚偽の内容が記載されているとき。 

（７）審査委員の審査に影響を及ぼす接触等を行ったとき。 

（８）その他，本要領に違反すると認められるとき。 

 

11 業務委託先の特例 

審査の結果，優先交渉者が，辞退その他の理由で業務委託契約を締結できない場合は，次点交渉者と

契約を締結することができるものとする。 

 

12 その他 

（１）技術提案書の提出者として指名された旨の通知を受けなかった場合は，技術提案書を提出できな

い。 

（２）参加表明書および技術提案書の作成および提出に係る費用は，提出者の負担とする。 

（３）参加表明書および技術提案書に虚偽の記載をした場合は，失格とするとともに，指名停止措置を

行うことがある。 

（４）提出期限以降における参加表明書および技術提案書の差し替え又は再提出は認めない。 

（５）技術提案書に記載された配置予定の技術者は，病気，死亡，退職等特別な場合を除き，変更する

ことはできない。 

（６）提出された参加表明書および技術提案書は，返還しない。 

（７）提出された参加表明書および技術提案書は，審査以外の目的で無断使用しない。 

（８）提出された書類は，審査に必要な範囲で複製を作成することがある。 

（９）技術提案書の著作権は，提出者に帰属するが，公平性，透明性，客観性を期するため市ホームペ

ージ等で公表することがある。 

（10）他の文献を引用した際は，出典を明示すること。 

（11）本プロポーザルは，参加企業又はＪＶが1者であっても成立する。 

（12）１次審査で選定された参加企業又はＪＶがこれを辞退する場合は，辞退届（様式10）を提出する

こと（技術提案書提出締切日の16時までに事務局必着）。なお，辞退した場合でも，これを理由

として以後の本市の業務発注等に不利益を被ることはない。 

（13）本件業務の実施において，市の要請に応じて来庁し対応できる体制を備えていること。 

（14）代表企業及び構成企業は，やむを得ない場合を除き，提出書類に記載された者から変更すること

はできない。 

 

附則 

この要領は，令和３年１２月１日から施行する。 


