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樺太資料展示施設整備実施設計等業務委託プロポーザル実施要領 

 

１．事業の目的 

宗谷海峡を挟み、43km 先に樺太（サハリン）の島影を望む稚内市には、豊かな自然と、先史時代

から続く「国境のまち」ならではの歴史が残されている。当市ではそれらの歴史の継承と文化財の

保護・保全を推進し、市民自らが地域をよく学び、地域を愛する心をはぐくむとともに、その精神

を後世へ伝えていく事業に取り組んでいる。 

市内では、すでに稚内市北方記念館、稚内市旧瀬戸邸などにおいて、地域の歴史や文化財を展示

し、それらの事業を実施しているところであるが、より市民や市外からの来訪者に対し、「国境のま

ち」ならではの稚内と樺太（サハリン）のつながりについて、わかりやすく学ぶことのできる「樺

太資料展示施設」の整備を市内中央地区に計画しているところである。 

今回、樺太資料展示施設整備に係る基本設計および実施設計を委託する者の選定に当たり、技術

提案者の創造性や技術力、経験などを適正に審査の上、その業務の内容に最も適した設計者を選定

することを目的として、当該業務の実施に関する企画提案を募集し、候補者を選定する。 

 

２．業務の概要 

 （１） 業務の目的 

本業務は「樺太資料展示施設整備実施設計等業務委託」とし、稚内副港市場に設置が計

画されている樺太資料展示施設整備工事に係る基本設計および実施設計を行うものであ

る。 

 （２） 業務内容 

本業務は、稚内市が定める契約書のほか特記仕様書に基づき、樺太資料展示施設整備に

係る基本設計および実施設計業務委託である。 

   ① 事業計画（予定） 

      平成 29年10 月～12 月 基本設計および実施設計 

      平成 30年１月～３月 樺太資料展示施設整備工事 

   ② 既存施設概要 

    1) 所 在 地  稚内市港１丁目６番 28号 稚内副港市場２階 

    2) 地 域 地 区 等  準工業地域、大規模集客施設制限地域、臨港地区（漁業区）、 

建築基準法第 22条区域 

    3) 都 市 設 備  電 力：北海道電力㈱ 

   ③ 樺太資料展示施設概要 

    1) 改修規模（予定） 

     ア 構 造  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

     イ 規 模  稚内副港市場２階内 約 290㎡  

     ウ その他   

   ④ 事業費 

    1) ３千万円程度（樺太資料展示施設整備工事費） 
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 （３） 技術提案を求めるテーマ 

樺太資料展示施設整備実施設計等業務委託プロポーザルにおいて、技術提案を求めるテー

マは、以下に示す事項とする。 

   ①樺太展示施設の整備について 

1）展示テーマ（稚内・樺太の近代史）における展示構成の具体的な検討。 

2）展示テーマに沿った、具体的なレイアウト案の提示 

（任意様式。A3用紙 1枚以内） 

3）市内の児童生徒、市民（樺太関係者を含む）に対する郷土の歴史、文化の普及を図る在り

方について 

4）道外および海外からの来館者に対する解説、対応について 

（解説パネル、映像展示方法における使用言語等含む） 

②市内既存施設等との連携について 

1）樺太資料展示施設と、副港市場本体、稚内市北方記念館、稚内市旧瀬戸邸などとの関連付

けおよび連携について 

2）樺太資料展示施設と、市内の樺太関係史跡（氷雪の門など）との関連付けについて 

 （４） 業務実施上の条件 

   ①管理技術者及び主任担当技術者（建築設計者及び設備設計者）は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。 

   ②管理技術者及び主任担当技術者（建築設計者及び設備設計者）は、提出者の組織と３ヶ月

以上の恒常的な雇用関係にあること。 

   ③管理技術者と主任担当技術者（建築設計者及び設備設計者）は兼任しないこと。 

   ④技術提案書に記載した管理技術者、主任担当技術者（建築設計者及び設備設計者）は設計者

として選定され契約した場合、必ず本業務を担当すること。 

 

 ３. 参加資格 

    プロポーザルに参加しようとする者は、次の各項の要件をすべて満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に基づく資格制限を受けていな 

いこと。 

（２）平成 29年度稚内市競争参加入札資格名簿に「建築設計」で登録していること。また稚内市

の指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（３）暴力団関係事業者でないこと。 

（４）会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は再生手続き等を行っていないこと。 

（５）北海道内に本社又は支店、支社等を有していること。 

（６）建築士法の規定に基づく一級建築士事務所の登録を有していること。 

（７）北海道内で、面積 250 ㎡以上の資料館もしくは展示施設における建築設計の業務実績があ

ること。 
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４．担当部局   

（１）担当部局  

稚内市教育委員会 教育総務課文化振興グループ 

        〒097-8686 稚内市中央３丁目１３番１５号 

        TEL：0162-23-6056 FAX：0162-22-7913 

        e-mail：kyo-soumu@city.wakkanai.lg.jp 

 

  （２）事務等取扱い日時 

土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、午前８時 45分から午後５時 30分までとする。 

 

５．参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

 （１） 参加表明書作成上の基本事項 

     本業務のプロポーザルに基づく選定の参加について関心がある場合は、その参加意思表

示として別紙様式１「参加表明書」を提出するほか、５．（３）の提出方法のとおり提出

すること。 

 （２） 参加表明書の作成要領 

     提出者の住所会社名等のほか、担当者の氏名、電子メールアドレス等を記入すること。 

 （３） 参加表明書の提出方法 

   ① 提出期限 

     平成 29年 10月４日（水）午後５時 30分まで 

   ② 提出場所 

     ４．（１）の担当部局とする。 

   ③ 提出方法 

     参加証明書に次の書類等を添付の上、1部を持参又は郵送等（書留郵便等配達状況を確

認出来るものに限る）とし、提出期限までに必着すること。 

    1）別紙様式２による配置予定担当者調書（雇用確認が証明できる書類等） 

2）確認結果通知を送付する返信用封筒（82円切手を添付のこと） 

3）参加者資格３（７）の内容を確認できる書類 

 

６．技術提案書を特定するための評価基準 

 （１） 技術提案書の評価項目、判断基準、並びに評価ウエイトは、以下のとおりである。 

評価項目 

評価の着目点 

評価の 

ウ エ イ

ト 

 判断基準 小計 

資 格 専門分野の技術者資格 各担当分野について、資格の内容を資格評

価表により評価する。 

主任担当技術者 

（建築設計者） 
２ 

主任担当技術者 

（設備設計者） 
２ 



- 4 - 

 

技術力 

 

 

 

 

同種又は類似業務等の実績 

 

以下の順で評価する。 

 ①同種又は類似業務の実績がある。 

 ②その他の業務実績がある。 

上記に加え、実績の立場を下記の順で評価

する。 

①管理技術者又はこれに準ずる立場 

②主任担当技術者又はこれに準ずる立場 

管理技術者 

４ 

主任担当技術者 

（建築設計者） ４ 

主任担当技術者 

（設備設計者） 
４ 

業務実施

方針 

 

（評価にあ

たっては技

術提案書の

内容及びヒ

アリングの

結果により

総合的に判

断を行う。） 

過去の展示業務実績 

 

展示施設設計業務実績、参考となる事例の有無。 

・同種もしくは類似の展示施設の実績を有しているか。 

・過去の実績から想定される事態に、配慮がなされているか。 

７ 

業務の取組体制・取組姿勢 

 

業務への取組体制・取組施政 

・取組姿勢展示設計を推進できる組織体制 

・役割分担が明確であり、総括できる体制であるか。 

７ 

設計担当者・設計チームの特徴 設計担当者として必要な知識、経験、資格等を有して、設計

チームの特徴を引き出せるか。 
７ 

特に重視する設計上の配慮事

項 

計画施設の特徴を十分理解した上で、本業務に当たる旨が記

述されているか。 
７ 

評価テーマに対

する業務実施方

針 

（評価にあたっ

ては技術提案書

の内容及びヒア

リングの結果に

より総合的に判

断を行う。） 

①樺太資料

展示施設の

整備につい

て 

テーマ①について、その的確性（与条件との整合性が取れて

いるか等）、独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされ

ているか等）、実現性（提案内容が理論的に裏付けられており、

説得力のある提案となっているか等）を考慮して総合的に評

価する。 

２８ 

②市内既存

施設等との

連携につい

て 

テーマ②について、同上。 

２８ 

合計 １００ 

資格評価表  

担当技術者 評価する資格（番号の順に評価する。） 

建築設計担当者 一級建築士、技術士、ＲＣＣＭ 

設備設計担当者 一級建築士、建築設備士、設備設計一級建築士、技術士、ＲＣＣＭ 

※海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料を提出した場合、同等の評

価を行う。 

※「技術士」「ＲＣＣＭ」の資格は当該分野における技術部門とする。 

 

７．技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

 （１） 技術提案書作成上の基本事項 

     プロポーザルは調査、検討及び設計業務における具体的な取組方法について提案を求め

るものであり、評価テーマにおいて展示構成の考え方を求めるレイアウト案以外、当該業
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務の具体的な内容や成果品の一部（模型写真、透視図等）の作成や提出を求めるものでは

ない。具体的な設計作業は、契約後に技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映し

つつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議の上、開始することとする。本要領

において記載した事項以外の内容を含む技術提案書については、提案を無効とする場合が

あるので注意すること。 

 （２） 技術提案書の提出方法 

   ① 提出期限 

     平成 29年 10月 13日（金）午後５時 30分まで 

   ② 提出場所 

     ４．（１）の担当部局とする。 

   ③ 提出方法 

     持参又は郵送等（書留郵便等配達状況を確認出来るものに限る）とし、提出期限までに

必着することとする。 

 

８．ヒアリング 

 （１） 以下のとおりヒアリングを行う。 

① 日程等 

    1) 日  時：平成 29年 10月 16日（月）～17日（火）（詳細別途通知） 

    2） 場  所：別途通知 

    3) 集合場所：別途通知 

   ② 留意事項 

    1) ヒアリングの出席者は、３名（管理技術者は必ず参加すること）までとする。 

    2) ヒアリングの内容は、「業務実施方針」及び「評価テーマに対する業務実施方針」の

説明（20 分以内のプレゼンテーション）、及び選定委員から６．（１）の評価項目につ

いて質疑応答（10分程度）を行う。 

    3) ヒアリング時の説明に際しては、提出した技術提案書等（拡大したもの、又はプロジ

ェクター等を使用して拡大映像での使用も可）のみの使用とする。 

    4) プロジェクターの使用を希望する場合は、事前に担当部局と協議すること。ただし拡

大映像で説明する際のパソコンについては、各自で用意すること。 

    5) ヒアリング時の追加資料の提出及び提示は認めない。 

    6) ヒアリングに係る費用は全て参加者の負担とする。 

    7) ヒアリングに出席しない場合は、受注意思がないものとみなし、原則として特定しな

いこととする。ただし、やむを得ない理由で出席出来ないと判断される場合は、出席

出来ない旨及びその理由を書面による提出を認めることとし、その理由が妥当と判断

される場合は欠格としない。なおこの場合、評価点は選定委員会にて協議とする。 

 

９．特定・非特定理由に関する事項 

 （１） 技術提案書を提出した者の中から、技術提案書の提案内容及びヒアリングを実施し、６．

技術提案書を特定するための評価基準により審査し、最優秀者１名及び次点者１名を特定

する。 
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 （２） 審査及びヒアリングは非公開とする。 

 （３） 審査結果の通知は、技術提案書を提出した者すべてに文書で通知する。 

 （４） 非特定の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）

以内に、書面（様式は自由）により持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録の残るものに

限る）により、非特定理由について説明を求めることが出来る。 

   ① 提 出 先：４．（１）の担当部局とする。 

   ② 受付日時：４．（２）の事務等取扱い日時のとおりとする。 

 （５） 上記（４）の回答は、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して 10 日以内

（休日を含む。）に書面により行う。 

 

10．参加表明書及び技術提案書の内容についての質問の受付及び回答 

 （１） 質問書の提出及び方法 

質問は、質問書（別紙様式３）を用い、担当部局に電子メール又はＦＡＸで提出すること。

ただし、提出する場合は４．（１）の担当部局に対して電話で着信の確認を行うこと。 

なお、着信等の電話確認については、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、午前８時 45分か

ら午後５時 30分までとする。 

 （２） 質問書の提出期限 

   ① 参加表明書に係る質問 

      平成 29年９月 29日（金）午後５時 30分まで 

   ② 技術提案書に係る質問 

      平成 29年 10月６日（金）午後５時 30分まで 

 （３） 電話及び口頭による質問は受け付けない。 

 （４） 質問書に対する回答について 

質問に対する回答は、参加表明書に係るものは 10月２日（月）までに、技術提案書に係る

ものは 10 月 10 日（火）までに、電子メール等により直接提出者に回答の上、他の技術提案

書提出要請者に対し、質問内容及び回答内容を電子メール等により通知するとともに、本プ

ロポーザル実施要領の追加又は修正として取り扱うこととする。また、併せて、市ホームペ

ージ上に当該回答内容を公表する。 

 

11． 設計業務の委託契約 

 （１） 契約の締結 

     稚内市は、最優秀となった者と、樺太資料展示施設整備実施設計等業務委託の契約交渉を

行う。本業務の契約が、最優秀となった者との間で契約が不調となった場合は、次点者を随

意契約の相手方とする。 

 （２） 契約金額 

樺太資料展示施設整備実施設計等業務委託料は、５，３３０千円（消費税及び地方消費税

を含む。）以内を予定する。委託料には、旅費、宿泊費等の経費一切を含むこととする。 

 （３） 履行期間 

契約締結の翌日から 平成 29年 12月 27日（水）まで 

 （４） 業務内容 
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     業務は、稚内市が定める契約書のほか特記仕様書に基づき、以下の業務を予定する。 

     ① 樺太資料展示施設整備基本設計 

     ② 樺太資料展示施設整備実施設計 

 （５） 契約者 

     稚内市 

 （６） 受託者は、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行するものとする。 

 （７） 発注者は、契約後の設計業務において、技術提案書の提案内容に拘束されない。 

なお、本事業は解除条件付きの募集であり、予算案等が議会で承認されないこと等により、

本事業が実施できなくなった場合には、本件は提案を募集したに留まり事業化はされないこ

ととする。 

 

12.その他留意事項 

 （１） 参加表明書等の提出者は、本業務に関して専門分野（総括を除く）についての協力者を

加えることが出来る。 

 （２） 参加表明書等を提出した者が選定委員会委員又は関係者と本業務に関する接触を求めた

ときは失格とする。 

 （３） 参加表明者等が次のいずれかに該当する場合には、無効となる場合がある。 

      ① 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

      ② 作成要領に指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

      ③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

      ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

      ⑤ 提出書類に虚偽の記載があるもの、既に発表されたものと同一あるいは類似の提案

又は盗用した疑いがあると認めたもの。なお、契約後に事実関係が判明した場合にお

いても同様とする。 

 （４） 市は提出書類を審査に必要な範囲において複製出来るものとする。 

 （５） 提出書類は返却しない。また、稚内市はこの書類を保存、記録し、図録等により公表す

る権利を有するものとし、使用料等は無償とする。 

 （６） 参加表明者等は、提出後の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書等に記載

した配置予定の技術者は、原則として変更できないこととする。ただし、病休、死亡、退

職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、必ず稚内市から同等以上の技術者であ

ることの了解を得なければならない。 

（７） 手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

 （８） 参加表明書等を提出した者は、この実施要領に同意したものとみなす。 

（９)  当該業務の手続きにおいて特定するものが決定した場合には、技術提案書の提出業者名

及び提案者の評価点（特定された者以外の評価点は匿名とする。）を市ホームページで公

表する。 

（10)  技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用し 

てはならない。


