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新嬬恋会館建設工事基本・実施設計 
業務委託指名型プロポーザル実施要領 

 
 

１．趣旨 
本プロポーザルは、新嬬恋会館を建設するための基本・実施設計等を行うにあたり、

持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの理念、嬬恋村の地域特性などを十分に理解し、

設計者の柔軟かつ高度な発想力・設計能力・豊富な経験等を求めるため、指名型プ

ロポーザルを実施する。 
２．業務概要 

（１）業務名  新嬬恋会館建設工事基本・実施設計業務委託 
（２）業務内容 新嬬恋会館を建設するための基本・実施設計 
（３）履行期間 契約締結日の翌日から令和 5 年 3 月 31 日まで 

         ただし、本契約に係る予算の繰越に係る手続きに未着手であるため、

当初契約においては令和 5 年 3 月 31 日までの履行期間とする。 
受託者は、契約締結時に履行期間の最終日を監督員と協議するものと 
する。繰越に係る手続き完了の際は、履行期間の最終日までを期限と 
する変更契約を締結する。 

（４）建物概要 別紙による。 
（５）担当部署 嬬恋村教育委員会事務局 社会教育係 

       電話番号：０２７９－８０－２３３０ 
       F  A  X：０２７９－８０－２３３２ 
       E-mail ：shakaikyoiku@vill.tsumagoi.gunma.jp 

 
３．参加資格 
  次に揚げる条件を参加意思表明書の提出期限である令和４年７月１２日現在に、次

に揚げる条件を満たしていること。 
 （１）令和４・５年度嬬恋村入札参加資格審査申請（建設コンサル）に登載されてい

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第 1 項の規定に

該当しない者のであること。 
 （３）嬬恋村建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中のもので

ないこと。 
（４）嬬恋村暴力団排除条例第２条に該当しない者であること。 
（５）経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項に 

基づき更生手続開始の申し立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第２ 
２５号）第２１条第１項に基づき再生手続開始の申し立てをしたとき、手形又 
は小切手が不渡りになったとき等。）にない者であること。 
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 （６）この手続きに参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関

係がないこと。 

①資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（商法第２１１条の

２第１項及び同条第３項の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会

社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更正会社（以下「更正会社」

という。）又は民事再生法第２条第４項に規定する再生手続が存続中の会社

である場合は除く。 

イ 親会社（商法第２１１条の２第１項及び同条第３項の規定による親会社

をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

ロ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

②人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、イについては、会社の一方

が更正会社又は再生手続が継続中の会社である場合は除く。 

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ロ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場

合 

③その他この手続きの適正さが阻害されると認められる場合 

①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

（７）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

事務所の登録を行っていること。 

（８）管理技術者は、一級建築士であること。 

 

４．プロポーザルの日程（予定） 
(1) 指名通知書の送付              6 月 20 日 （月） 
(2) 質疑書受付期限        6 月 20 日（月）～6 月 30 日 （木） 
(3) 質疑書の回答                7 月 5 日  （火） 
(4) 参加意思表明書提出期限           7 月 12 日 （火） 
(5) 技術提案書提出締め切り           8 月 18 日 （木） 
(6) 提案者プレゼンテーション・ヒアリング    8 月 28 日 （日） 
(7) 審査結果通知                8 月 30 日 （火） 
(8) 設計業務委託契約締結            9 月上旬以降 

 
５． 参加申し込み 
  このプロポーザルに参加させる事業者には「プロポーザル参加指名通知書」、参加

意思表明書」、「実施要領」及び「仕様書」等を送付する。 
  このプロポーザルに参加する意思がある場合は「参加意思表明書」を提出してくだ 
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さい。提出がない場合、プロポーザルに参加は認められない。 
  参加意思表明書の提出 
    提出場所：２（５）の担当部署 
    提出期限：令和４年７月１２日（火）午後５時まで 
    提出方法：持参または郵送（配達証明書付内容証明郵便に限る） 
         持参する場合は土日、祝日を除く毎日、午前９時から１２時ま     
         で及び午後１時から 5 時まで。 

６．質問の受付及び回答等 
プロポーザル実施要領の内容に関する質問の受付 
    受付方法：電子メールのみで受付ける。 
         （書式は別紙・質問票様式を使用、メールに添付すること） 

           文書は日本語で記述し、企業名、部署、担当者氏名、電話番号、  
FAX 番号、メールアドレスを併記する。 

メールアドレスの件名：「新嬬恋会館建設プロポーザル質問（企業名）」とすること。 
受付アドレス：２（５）のアドレス 

受付期間：令和４年６月３０日（木）午後５時まで 
     ＊電子メール送付後、担当部署にメール受領について電話で確 

認すること。 
     質問の回答：下記の日以降、全ての参加事業者へ電子メールにて回答します。 
           令和４年７月５日（火） 
 
 
７．技術提案書の作成様式 

技術提案書については、別紙「技術提案書作成要領」に基づき作成すること。 
 
８．技術提案書の内容 

次の内容について提案すること。なお「嬬恋会館建替えについて」の内容を踏まえ、

提案すること。 
 

課題１．周囲の景観、学校施設と調和、動線の配慮した施設であるとともに、村民の豊

かな生活維持をするための芸術・文化活動拠点にふさわしい場となるよう計画

することについて配慮する事項について 
課題２. 防災拠点、災害避難場所として安全となる配置、構造について 
課題３．寒冷地対策を考慮し、長寿命化を見据えた適切な維持管理を行うため、設計業 

務においての提案について 
課題４．二酸化炭素削減、ユニバーサルデザインに対する工夫や取り組みについて配慮 

したことについて 
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 上記のほか「業務実施姿勢」「業務実施方針及び手法」また、「配置技術者の経歴」「協

力事務所」を所定の様式に記入し提出すること。 
 
９．技術提案書の提出方法及びプレゼンテーション実施 

  ①技術提案書の提出 
    提出場所：２（５）の担当部署 
    受領期限：令和４年８月１８日（木）午後５時まで 
    提出方法：持参または郵送（配達証明書付内容証明郵便に限る） 
         持参する場合は土日、祝日を除く毎日、午前９時から１２時ま     
         で及び午後１時から 5 時まで。 

    ③プレゼンテーション及びヒアリング 
       実施日：令和４年８月２８日（日）（時間は別途通知する） 
      実施会場：嬬恋会館 ３階ホール 
       出席者：３名以内。配置予定の管理技術者及び主たる分担業務分野であ 

る総合（意匠）分野の主任担当技術者は出席するものとする。 
              内 容：プレゼンテーションは「Microsoft PowerPoint」を利用するも 

のとし、技術提案書に記載の無い内容は掲載できない。プレゼ 
ンテーション終了後、審査員によるヒアリングを行う。詳細は 
別途通知する。 

       順 序：当村で抽選を行い決定するものとする。 
       その他：当日の追加資料は受理しない。 
 
10．審査方法及び審査項目 

提案の審査は、新嬬恋会館建設工事基本・実施設計業務委託プロポーザル審査委員

会（以下「審査委員会」という。）で行います。 
審査方法等  ：技術提案書及びヒアリング結果に基づき審査を行い、評価基準に

より最高得点となった者を特定者とする。 
審査項目  ：次のとおり 
  ①配置技術者の能力及び意欲 
   ・業務の理解度及び取組意欲 
   ・実施方針の的確性、創造性及び実現性 
   ・提案内容の的確性、創造性及び実現性 

②配置技術者の能力等 
 

11．審査結果の通知 
      審査の結果は、令和４年８月３０日に書面により通知（発送）する。 
     （１）審査委員会で決定した特定者に対して、特定された旨を書面により通

知する。 
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     （２）提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなか

った旨を書面により通知する。 
  
12．その他 
 （１）実施要領及び関連情報の公開 
     嬬恋村ホームページ 
     http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp 
 （２）現地見学会 
     行わない。 
     なお、現地視察を希望するものは、下記の連絡先と日程調整をおこなった

上で現地視察するものとする。 

①現地視察の連絡先：２（５）に同じ 

②現地視察の受付期間：令和４年８月１２日（金）まで 

ただし、受付期間中であっても施設等の都合上、  

現地視察ができないこともある。 

 （３）無効となる技術提案書 
     技術提案書が次の条件の一つに該当する場合には無効となることがある。な 

お、無効となったときは、その時点でプロポーザルの参加を失格とする。 
 ①提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。 

     ②提出書類については、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しな

いもの。 
     ③虚偽の内容が記載されているもの。 
     ④審査結果に影響を与える不正な行為が行われたもの。 

⑤「参加資格通知書」通知の日から、本契約締結日までの間、群馬県または 
本村において入札参加資格停止措置を受けた場合、又会社更生法に基づく 
更生手続きの申し立て及び民事再生法の規制による民事再生手続き開始 
の申し立てがなされた場合。 

 （４）受注資格の喪失 
     本件業務を受注した設計事務所等（協力を受ける他の設計事務所等を含む） 
    と資本若しくは人事面にて関連がある製造及び建設業の企業は、本件業務に係 

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。 
（５）費用の負担 
    参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に伴った費用は、参加表明書者 

及び技術提案者の負担とする。ただし、ヒアリングに出席した者（設計業務委 
託契約者を除く）に対して、10 万円支払う。 

（６）提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めないが、追加資 
料の提出を求めることがある。また、提案書に記載した配置予定技術者は、病 
休、死亡、退職等きわめて特別な場合を除き、変更することができない。 
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  （７）技術提案書の提出者として選定された者は公表することがある。 
 （８）提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成する 

ことがある。 
 （９）提出された技術提案書は返却しない。なお提出された技術提案書は、当設計業 

務委託候補者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 
 （10）技術提案書の作成のために嬬恋村から受領した資料は嬬恋村の許可無く公表及 

び使用することはできない。 
 （11）電子メール等の通信事故について嬬恋村はいかなる責任もおわない。 
 （12）本プロポーザルは、事務所及び配置技術者の能力及び意欲を図るために技術 

提案書の提出及び説明を求めるものであり、設計業務は技術提案書の内容に 
は縛られない。 

 （13）この要領に定めるもののほか、必要な事項については嬬恋村が別に定める。 
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別紙  建物概要 
 
１ 建設予定地の概要について 
（１）所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原６９１番地 
（２）敷地面積：敷地面積 3,900 ㎡ 
（３）用途指定地域：都市計画区域外 
 
２ 事業計画予定 
（１）基本計画 令和４年度 
（２）実施設計 令和４年度 
（３）建設工事 令和５年度～令和６年度 
 
３ 想定施設概要 
（１）構  造：指定なし 
（２）延床面積：2,300～2,500 ㎡程度 
（３）階  数：指定なし 
 
４ 整備する室等に関する特記事項 
 別添 ｢嬬恋会館建替えについて｣P6 施設計画（案）参照 
 
５ インフラ情報 
  水 道：嬬恋村営水道 
  ガ ス：プロパンガス 
  下水道：下水道区域 
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