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篠路出張所庁舎増築事業 募集要項 

１ 趣旨 

この要項は、札幌市が実施する「篠路出張所庁舎増築事業」の受託者を特定することを目的

に実施する公募型プロポーザルについて必要な事項を定めたものである。ただし、事業者の提

案が適当であると認められる場合は、この限りではない。 

２ 事業の概要 

(1) 事 業 名：篠路出張所庁舎増築事業 

(2) 事業手法：本事業は事業者が施設を設計・建設した後、市へ 10 年間賃貸借し、その後、無

償譲渡する「リース方式」の事業手法とする。 

(3) 事業内容：庁舎棟増築に係る設計業務、建設業務とする。 

ア 設計業務（基本設計業務、実施設計業務、申請業務、工事監理業務） 

※設計に伴い必要な現地調査、測量調査、地質調査等を含むものとする。 

イ 建設業務（建築一式工事） 

※その他、詳細については、「篠路出張所庁舎増築事業」 要求水準書をご確認ください。 

(4) 事業期間：本事業の事業期間は以下に示す期間を想定している。 

ア 設計業務・建設業務 ：契約締結日の翌日から、増築棟は令和３年 11 月末日まで、渡り

廊下は令和４年７月末日まで 

イ リース期間     ：令和３年 12月から令和 13年 11 月末日（10年間） 

※新型コロナウイルス感染症などの影響により、上記期間を変更する場合がある。 

(5) 敷地等の概要 

ア 所在地  ：札幌市北区篠路４条７丁目 100 番１ 

イ 用途地域：近隣商業地域 

ウ 建蔽率 ：80％ 

エ 容積率 ：200％ 

(6) 上 限 額：99,000 千円（消費税及び地方消費税を含む額） 

※この金額を上回る提案をしてきた者は、本プロポーザルに参加できないので留意するこ

と。 

※新型コロナウイルス感染症などの影響により、業務内容の全部もしくは一部の実施が困

難になった場合、市と受託者が協議したうえで契約前または業務履行中に業務内容、契

約金額等を変更する可能性がある。 

(7) 契約方法：譲渡特約付賃貸借契約とする。 

(8) 基本条件： 

ア リース期間及び施工に係る期間の土地使用料は無償とする。 

イ リース期間終了後は、現状有姿をもって事業者より市へ無償譲渡とする。 

ウ リース期間内の建物に係る公租公課は事業者負担とする。 

（不動産取得税・固定資産税・都市計画税）  
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３ 担当部局 

担 当：札幌市 北区 市民部 総務企画課 庶務係 伊関、金盛 

住 所：〒001-8612 札幌市北区北 24 条西６丁目 

電 話：011-757-2403 

Ｆ Ａ Ｘ：011-747-5898 

ＭＡＩＬ：kita-shomu@city.sapporo.jp 

４ 企画提案評価の実施 

(1) 目的 

本事業は、篠路駅周辺地区のまちづくりを見据え、北区北部地域における区民の利便性向

上及び効率的な行政事務執行を図るため、平成 30年３月に「篠路出張所における窓口サービ

ス等の充実について」を定め、その取組項目の一つである「篠路出張所で対応できる手続き・

相談の拡充」に伴い必要となる庁舎の増築について、限られた時間の中で、増築棟の計画、

設計、諸官庁手続き、建設を一体として整備することとし、「公募型プロポーザル方式」によ

り事業者の選定を行い、民間事業者の知識、ノウハウ等を活用して工期の短縮や質の高い施

設を調達することを目的とする。 

(2) 企画提案に求める内容 

ア 建物概要 

・利用者動線と既存棟との関連性を考慮した施設計画の提案 

・本施設用途と利用者の使い勝手に配慮したプランニングの提案 

・省エネ対応やバリアフリー等に関する考え方の提案 

イ 仮設計画 

・利用者の安全性を確保した、実現性の高い仮設計画の提案 

ウ 事業工程 

・事業期間内において、業務を完了する実現性の高い事業工程の提案 

５ 参加資格 

プロポーザル参加者は、次の要件を全て満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4に規定する者でないこと。 

(2) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法による再生手

続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後のものは除く。）等経営状態が著しく

不健全な者でないこと。 

(3) 募集要項等の公表日から優先交渉権者選定・公表日までの間に、札幌市競争入札参加停止

等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(4) 国、北海道、市に収めるべき税金等を滞納している者でないこと。 

(5) 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号に

規定する暴力団でないこと、または当該暴力団若しくはその構成員（構成員でなくなった

日から 5年を経過していない者を含む。）と関係を有していないこと。 
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(6) 平成 30～令和２年度（平成 30～平成 32年度）札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役

務）において、業種分類が大分類「一般サービス業」、中分類が「物品賃貸業」に登録され

ている者であること。 

(7) 建設業法上の特定建設業許可（建築工事業）登録を受けており、かつ令和元・２年度（平

成 31・32 年度）札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・建設関連サービス・道路維持除雪）

において、業種分類が大分類「工事」、中分類「建築」（等級Ａ）に登録されている者である

こと。 

(8) 札幌市内に本支店または営業所を有し、建築士法（昭和 52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都道府県知事登録をしている者であること。 

(9) 北海道内において本事業と類似した施設の事業実績（平成 22 年 4 月 1 日以降に事業が完

了し、引渡しが済んでいるものに限る。共同企業体により履行した業務を含む。）におい

て、元請として履行実績を有すること。 

ただし、単一事業者で上記要件を満たさない場合においても、共同企業体を結成しグループ

で応募することができる。（上記(1)から(5)までの要件は全構成事業者が、(6)から(9)までの要

件はいずれかの構成事業者が満たしていること。また、各構成事業者は、本プロポーザルに参

加する単一事業者または他の共同企業体の構成事業者ではないこと。）この場合は、あらかじめ

共同企業体結成の協定書により定められた代表者が手続きを行うこと。なお、代表者及び構成

事業者の変更は原則として認めない。ただし、応募締切前であれば、辞退届を提出したうえで、

新たに応募することができる。 

６ 参加表明 

本企画提案に参加する意思のある事業者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。 

(1) 提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

※代表者印を押印すること。 

※参加表明書とともに、直近の貸借対照表、損益計算書及び納税証明書を添付すること

（３ヶ月以内、複写可） 

イ 応募企業の実績、資格等 

５(7)に示す特定建設業許可（建築工事業）登録の状況がわかるもの 

（国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムからの出力でも可とする） 

５(8)に示す一級建築士事務所登録証の写し

５(9)に示す応募企業の実績（様式２）

ウ 会社概要が分かる資料（パンフレット等） 

［以下、グループで応募する場合］ 

エ 共同企業体協定書（任意書式で出資比率、組織と役割等について記載する） 

オ 委任状（任意書式） 

(2) 提出期限：令和２年８月６日（木） 17 時 00 分まで 

(3) 提出場所：「３ 担当部局」に同じ 
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(4) 提出方法：郵送（特定記録郵便等到達の履歴が残るものに限る。）または持参に限る。 

７ 企画提案の内容 

(1) 作成に関する留意事項 

ア 企画提案は、事業における具体的な取組方法や考え方について提案を求めるものであり、

成果の一部の提出を求めるものではない。本要項において記載された事項以外の内容を

含む企画提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

イ 企画提案書は、様式３から様式５まで及び任意の様式による企画提案、見積書とする。

なお、Ａ４判を原則とし、やむを得ずＡ３判を使用する場合は、Ａ４判に折り込んでつ

づること。文字のサイズは 10ポイント以上とする。ただし、企画提案書において図面等

を用いる場合は、図表中に使用する文字のサイズについては例外とする。 

(2) 記載内容に関する留意事項 

提出書類 留意事項

企画提案書（表紙）

（様式３）
■代表事業者の代表印を押印すること（正本のみ。副本はコピー可）

事業実施体制

（任意様式）

■事業を円滑に実施していくための実施体制等について提案すること

※記載にあたっては、必要に応じて図表等を使用し、実施体制を明確

に示すこと。

※図表等に用いる文字のサイズについては、７(1)イの但し書きを適用

する。

※使用用紙はＡ４判縦、横書き、片面印刷

応募企業及び配置

予定技術者の資

格・実績

（様式４－１）

（様式４－２）

■応募企業の実績（様式４－１）

※実績については参加表明書提出時の実績と同様でも可。

■設計体制及び配置予定技術者の資格・経歴書（様式４－２）

 ※建築士法に規定する一級建築士の資格を有していること

■配置予定施行技術者の資格・経歴書（様式４－２）

 現場代理人、監理技術者 

※現場代理人が監理技術者を兼務する場合は、その旨記載すること

企画提案書

（任意様式）

① 利用者動線と既存棟との関連性を考慮した施設計画の提案

② 本施設用途と利用者の使い勝手に配慮したプランニングの提案

③ 省エネ対応やバリアフリー等に関する考え方の提案

④ 利用者の安全性を確保した、実現性の高い仮設計画の提案

⑤ 事業期間内で業務を完了する実現性の高い事業工程の提案

⑥ 建物の概略図等（配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表、及

び外観イメージ等）

※図、表、スケッチ、図面等に用いる文字のサイズについては７(1)イ

の但し書きを適用する。

※使用用紙はＡ４判縦、横書き、片面印刷、各項目１枚程度(⑥は除く)
参考見積書

（様式５）
■２(6)に示す上限金額を超えないこと
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(3) 企画提案書の提出 

ア 提出期限：令和２年８月 20 日（木）17時 00分まで 

イ 提出場所：「３ 担当部局」に同じ 

ウ 提出部数：10部（正本１部、副本９部） 

エ 提出方法：郵送（特定記録郵便等到達の履歴が残るものに限る。）または持参に限る。 

８ 本要項等についての質問の受付及び回答 

(1) 受付期限：令和２年７月 30 日（木）17時 00分まで 

(2) 受付場所：「３ 担当部局」に同じ 

(3) 受付方法：質問書（様式６）に記載のうえ、電子メールまたはＦＡＸで提出すること。 

(4) 回答方法：質問者に、電子メールまたはＦＡＸで回答するとともに、札幌市公式ＨＰに当

該内容を速やかに公表する。 

９ 企画提案書の評価基準 

提出された企画提案書は、次の項目により評価する。 

評価項目 評価事項 審査に用いる

様式

(1) 事業実施

体制等 

 （20 点） 

① 参加資格を適正に有しているか

② 事業の実施体制は実現可能なものとなっているか

参加表明書

事業実施体制

③ 応募企業は本事業を遂行する上で必要な実績を有

しているか

④ 配置予定技術者は必要な資格を有しているか

応募企業及び配

置予定技術者の

資格・実績

（様式４－１）

（様式４－２）

(2) 企画提案

内容 

 （70 点） 

① 利用者動線と既存棟との関連性を考慮した施設計

画の提案となっているか

② 本施設用途と利用者の使い勝手に配慮したプラン

ニングの提案ができているか

③ 省エネ対応やバリアフリー等に対する考え方の

提案となっているか

④ 利用者の安全性を確保した、実現性の高い仮設計

画の提案となっているか

⑤ 実現可能な事業工程の提案となっているか

企画提案書

（任意様式）

(3) 提案価格 

 （10 点） 

※ 参加者の中で最低見積金額を提出したものの評価

点を 10 点とし、他の参加者の評価点Ａは、次の算

出で算出する。 

（最低見積金額/提案見積金額）×10 点＝Ａ 

※計算結果は少数第１位を四捨五入し、整数として評価する。

参考見積書

（様式５）
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10 企画提案の審査及び結果の通知 

(1) 事業者選定委員会の設置 

企画提案の審査、評価及び選定を行うため、札幌市職員で構成する篠路出張所庁舎増築事

業者選定委員会（以下「選定委員会」という）を設置する。 

(2) 参加資格の確認及び一次審査 

ア 参加資格については、「５ 参加資格」に基づき確認を行う。 

イ 一次審査については、提出書類による書類審査を行う。 

ウ 一次審査通過の企画提案は、総合的に評価を行い５件程度とする。 

エ 参加資格確認結果及び一次審査結果は、確定後直ちに応募者全員に文書で通知する。な

お、次に該当する場合は失格とする。 

(ｱ) 提案書等の必要な書類を提出期限内に提出しない場合 

(ｲ) 「５ 参加資格」を満たしていないと判断される場合 

オ 提案件数が上記ウの通過件数以下の場合は一次審査を省略する。この場合は、応募者全

員に別途連絡する。なお、応募者が１者の場合であっても、最終審査を実施する。 

(3) 最終審査 

ア 一次審査を通過した企画提案に対し、選定委員会において企画提案内容をより深く理解

するため、ヒアリングまたはこれに代えて書面での質疑による審査など別の手段による

審査（以下、「代替審査」という。）を実施する。 

※新型コロナウイルス感染症の動向等を考慮して審査方法を判断するが、代替審査を実

施する可能性を考慮して企画提案書を作成すること。なお、代替審査を実施する際に

は、別途、企画提案者に審査方法等について通知する。 

イ ヒアリングは、事業者による提案内容の説明（プレゼンテーション）と選定委員からの

質疑を予定している。 

ウ プレゼンテーションは、本事業を受託した場合において、実際に市と事務折衝、連絡調

整を行う実務担当者が実施するものとし、参加人数は最大３名までとする。 

エ 審査時の企画提案書の差し替え、追加資料等は認めない 

オ 選定委員会において企画提案書及びヒアリング内容を評価、採点し、最も得点の高かっ

た事業者を契約交渉順位第一位の「優先交渉権者」として１者、次点の者を第２交渉権

者として１者選定する。 

カ 最終審査参加者が１者の場合であっても、評価点が満点の 60％を超えている場合は優先

交渉権者として選定する。 

キ その他、実施時刻、会場、プレゼンテーションの所要時間等詳細については、参加者に

別途通知する。 

ク 最終審査結果は、速やかに企画提案者全員に対し、文書で通知する。なお、最終審査の

結果に関する質問については、「３ 担当部局」において受けつける。 
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(4) 審査スケジュール（予定） 

ア 一次審査（書類審査）  令和２年８月 27日（木） 

イ 最終審査（ヒアリング） 令和２年９月３日（木） 

※上記スケジュールは変更となる場合がある。 

11 契約の締結 

(1) 譲渡特約付賃貸借契約の締結 

優先交渉権者と設計内容等について協議を行った上で、双方合意のうえ、随意契約の方法

により契約を締結する。また、辞退その他の理由により契約が締結できない場合は、第２交

渉権者と交渉を行うものとする。 

(2) 支払い条件 

契約金額の支払いに係る按分方法については、下記の方法を想定している。なお、下記式

内に１円未満の端数が生じた場合は原則として四捨五入し、合計金額が入札書記載金額と合

わない場合は調整を行う。 

ア 初回支払（令和３年 12 月） 

入札書記載金額×90％＋消費税及び地方消費税の額 

イ ２回～120 回支払（令和４年 1月～令和 13年 11月） 

入札書記載金額×10％÷119＋消費税及び地方消費税の額（１回当たりの額） 

※10 年間に渡るリース料の負担（債務負担）については、議会の承認を得ております。 

(3) 契約保証金 

代表事業者は、本施設の施設整備業務費相当額に当該額の 100分の 10 に相当する額を加算

した金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、本

市を被保険者とする契約保証金額に相当する履行保証保険契約を締結する場合は契約保証金

の納付を免除する。この場合において、履行保証保険の有効期間は設計・建設期間中とし、

当該保険契約締結後速やかにその保険証券を本市へ提出するものとする。 

12 その他 

(1) 手続き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。 

(2) 参加表明及び企画提案等に要する経費は、事業者の負担とする。 

(3) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(4) 参加表明書及び企画提案書の提出後は、原則として記載内容の変更を認めない。 

(5) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無

効とする。 

(6) 企画提案書等の著作権は、原則として当該作成者に帰属する。ただし、採用した企画提案

書等の作成者は発注者に著作物の使用を許諾する。 
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13 リスク分担 

(1) 市と事業者の責任分担は下記の内容を想定する。

ア 共通リスク

リスク項目 内容 市
事業

者

募集要項 募集要項の瑕疵により生じた場合 ○

制度

リスク

法制度リスク
一般分野の法制度改正により、建設・保守・設備費

用等に追加変更を生じた場合
○

許認可リスク
建設許可等に係る許認可の遅延により費用の増大が

生じた場合
○

税制度リスク 消費税率の改正により消費税額が増加した場合 ○

反対リスク

着工前の段階で、本事業の計画に対する住民の反対

運動が生じた場合
○

設計施工に関する住民反対運動が生じた場合 ○

不可抗力

（洪水・地震・落雷等の

自然災害、戦争・暴動等

で本市及び事業者のいず

れの責めにも帰すことが

できないもの）

・不可抗力により費用が増加した場合

・不可抗力により事業が中止に追い込まれた場合

・損害保険等が適用されない場合や保険支払金の損

害保険に対する不足分が生じた場合

○ 

※１

※２

○ 

※１

※２

※１ 不可抗力による増加費用及び損害額（保険金を受領した場合の当該保険金額を除

く。）について、本事業に要する費用等の 100 分の 1に至るまでは事業者が負担しこれ

を超える額については、本市が負担する。

※２ 新型コロナウイルス感染症などの影響により、業務内容の全部もしくは一部の実施が

困難になった場合、市と受託者が協議したうえで契約前または業務履行中に業務内容、

契約金額等を変更する可能性がある。

イ 設計リスク

リスク項目 内容 市
事業

者

設計不適合 市が要求する水準の設計ができない場合 ○

設計

遅延

市側の事由
市側の事由により設計が一定期間に完了せず費用増

加をもたらした場合
○

事業者側の事由
事業者側の事由により設計が一定期間に完了せず費

用増加をもたらした場合
○

設計

変更

市側の事由
市側の事由により設計変更が生じ費用が増加した場

合
○

事業者側の事由
事業者側の事由により設計変更が生じ費用が増加し

た場合
○
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ウ 建設リスク

リスク項目 内容 市
事業

者

建設費用

増大

市側の事由
市側の指示により、費用超過や建設遅延が生じた場

合
○

事業者側の

事由

事業者側の事由により、費用超過や建設遅延が生じ

た場合
○

事業者側の

事由

建設費用や建設期間の見積りに誤差があった場合
○

予見せざる

用地条件

予見できない用地条件により、費用の変更が生じた

場合
○

設計違反
設計通りに建設されなかったために建設・設計費用

の増加が生じた場合
○

プロジェクト

マネジメント不足

プロジェクトマネジメントの不足により追加費用が

生じた場合
○

業者間の紛争
企業間紛争により、建設の遅延やマネジメント費用

の追加が生じた場合
○

建設段階の住民対策
建設時において周辺環境の保全等に係る苦情処理の

必要が生じた場合
○

現場の警備責任
設備・原材料の盗難・損傷により、費用増加及び遅

延が生じた場合
○

現場の安全管理責任
安全管理の不足により、費用増加及び遅延が生じた

場合
○

建設工事中の事故等
建設工事中に事故や第三者への損傷が生じ、費用増

加及び遅延が生じた場合
○

エ 施設リスク

リスク項目 内容 市
事業

者

施設の瑕疵

引渡日を含む引渡し後 2 年以内に施設瑕疵が見つか

った場合
○

引渡日を含む引渡し後 2 年を越えてからの施設瑕疵

が見つかった場合
○

施設損傷
市の帰責事由による場合 ○

事業者の帰責事由による場合 ○

※なお、上記に示されていないリスク分担等については市と事業者双方の協議により定めるも

のとする。


