平成29年度
道の駅ふじおやまフードテラス整備事業
設計・施工一括発注業務
公募型プロポーザル実施要領

平成29年9月
小

山

町

経済建設部商工観光課

１

プロポーザル実施の目的
現在、
道の駅ふじおやまのレストランは、
総客席数が 60 席程度でありコアタイムとなる 11:30～13:00
にかけてはほぼ満席の状態であるため、観光バス等を利用する団体客に対応できていない。また、国
道 246 号線沿線に立地していることから、ビジネスマンやトラックドライバーなど単独客への対応も
求められており、レストランの拡張は喫緊な課題となっている。
そこで、レストランの拡張を「道の駅ふじおやまフードテラス整備事業」として実施することとす
る。
本整備事業は、整備に必要な調査・測量・設計・法手続及び工事施工完了までの業務一括発注方式
により実現するものとする。
そこで、高い技術力や豊富な経験等を有し、高い品質の確保、コスト削減、工期の短縮並びに優れ
たプランの提案者を公募型プロポーザル方式により選定（以下「本プロポーザル」という。）し、この
事業の優先交渉権者とする。

２

業務概要

（１）業 務 名

平成29年度 道の駅ふじおやまフードテラス整備事業設計・施工一括発注業務

（２）業務場所

小山町用沢72－2

（３）業務概要
・フードテラス(外構含む) 整備に必要な調査・測量・設計・法手続（申請料含む）及び工事
・静岡県建築・設備工事監督検査実務要覧に基づいた書類提出及び町の工事検査対応
(４) 履行期間

契約締結日の翌日から平成30年3月30日(金)まで

(５) 予定額

上限提案価格 100,000,000円（税込） ※上限を超えた提案は失格とする。

３

参加資格
本プロポーザルの参加資格者は、次の条件を全て満たす者とする。
（１）小山町に本社または営業所を置く建設業許可を受けている者で、経営事項審査結果の総合評定値
が770点以上の者とする。
（２）本業務に関して次に揚げる技術者を配置できる者であること。
・一級建築施工管理技士
・一級建築士
（３）本業務を行う者に選定された場合、本業務を履行期間内に行うことが可能な体制を有し、技術提
案書関係書類等を提出した時点において配置されていた全ての技術者が本業務の完了まで継続して
本業務を行うことができる者であること。
（４）小山町建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止（指名除外を含む。）の
措置を受けている者ではないこと。 なお、参加申込書を提出した日から契約締結までの間に、小山
町から指名停止を受けたときは、参加資格を喪失するものとする。
（５）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４に規定する欠格事由に該当する者で
ないこと。
（６）会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開始、
破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項及び第２項の規定に基
づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更
生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手
続開始の申立てがなされた者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生計画又は再生計画の
認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。
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（７）国税及び地方税を滞納している者でないこと。
（８）小山町暴力団排除条例（平成24年3月21日）第２条第1号から3号に規定する者ではないこと。
（９）参加にあたって、連携協力企業等（参加する者と協力し、参加する者の責任の下に本業務の一部
を(２)に求める技術者等を配置する者をいう。以下同じ。）を加える事を可とする。連携協力企業
等がある場合は担当させる業務内容を技術提案書に含めること。
（10）連携協力企業等がある場合は、当該連携協力企業等が（３）から（８）までの条件を満たす者で
あること。
※上記の条件を満たしていないと判断された時点で、契約の解除を行う場合がある。
４

実施スケジュール(予定)

内

容

日時 (平成 29 年)

提出方法等
小山町のホームページにて公募開始の旨を下記のデータを添付し掲載。
１ 公募型プロポーザル実施要領及び様式集

公募開始

９月２５日(月)

２ 敷地写真、公図
３ 既存建築図面
４ 参考計画図

・様式１にて担当課にメールすること。(１社３名まで)
現場説明会

９月２７日(水)

・町は参加資格の有無を確認し、資格がない場合にはメールでその旨を

参加申込み

12:00 まで

通知する。
・町からの「現場説明会参加申込み受理」のメールを確認すること。

現場説明会

９月２８日(木)
10:30 から

・場所：道の駅ふじおやま会議室(小山町用沢 72-2)
・提出先：商工観光課

参加表明書

１０月２日(月)

・提出方法：様式２、３を記入の上、持参または郵送

等提出

1７:00 まで

・持参の場合は土日祝日を除き、8：30～17：00 の間に提出する。
また、郵送の場合は期限までに必着のこと。

質疑受付
質疑回答

１０月５日(木)

・様式４にて商工観光課にメールすること。

12:00 まで

・町からの「質疑書受理」のメールを確認すること。

１０月６日(金)

・町が参加表明者全員に質疑回答書をメールする。

17:00 まで

・「質疑回答書受理」のメールを町に返信すること。
・提出先：商工観光課

辞退届

１０月１０日(火)

・提出方法：様式５を記入の上、持参または郵送

17:00 まで

・持参の場合は土日祝日を除き、8：30～17：00 の間に提出する。
また、郵送の場合は期限までに必着のこと。
・提出先：商工観光課

技術提案書

１０月２０日(金)

提出

12:00 まで

・提出方法：様式６を記入の上、技術提案書類一式を添付し、持参または
郵送
・持参の場合は土日祝日を除き、8：30～17：00 の間に提出する。
また、郵送の場合は期限までに必着のこと。
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ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮ

１０月２４日(火)

・集合時間及び場所は、１０月２０日（金）17:00 までに、各提案者にメール

ﾝ･ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施

10:00 から

にて通知する。

選定業者の

１０月２５日(水)

・各提案者にメールにて通知する。

決定通知

17:00 まで

５

技術提案書の内容

(１) 技術提案書類提出書 様式６ １部
(２) 実施体制表 様式７ 10 部
(３) 技術提案
内

容

書式

部数

Ａ３
３枚以内

10 部

配置図・平面図・立面図・断面図、業務スケジュール等を、別添の「平成29
年度 道の駅ふじおやまフードテラス整備事業設計・施工一括発注業務仕様書」
に基づき提案する。
(４) 価格提案書(様式８) 1 部
(５) 価格提案内訳書(任意書式)
６

1部

発注者及び事務局

（１）発注者 小山町
（２）担当課 小山町経済建設部商工観光課

〒410-1395 小山町藤曲57番地の2

TEL：0550-76-6114（直通） FAX：0550-76-2795
E-mail：kankou@fuji-oyama.jp
７

http://www.fuji-oyama.jp/top.html

仕様書
別添「平成29年度道の駅ふじおやまフードテラス整備事業設計・施工一括発注業務仕様書」による。

８

技術提案（プレゼンテーション）
・プレゼンテーションには、パワーポイントを使うことができる。

・1 提案者当たりの所要時間は、説明 20 分以内、質疑応答 15 分以内とする。
・プロジェクター及びスクリーンは町で用意する。
９ 審査
（１）小山町職員及び外部有識者によって構成する審査会委員が、最優秀提案者及び次点者を選定する。
（２）審査項目と配点
【業務遂行能力評価】25 点満点
評価対象

配 点

（設計）建築設計技術者

10

（工事監理）監理技術者

5

（施工）監理技術者

10
計

25
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【技術提案評価】100点満点
評価対象

配点

意匠

機能

既存建物及び周囲の景観と調和するデザイン

10

ア

使いやすい厨房の提案

20

イ

団体客及び個人客それぞれに利用しやすく、富士山への眺望確保等居心地

20

の良い客室の提案

維持
メンテナンス
施工

ア

建物および設備のメンテナスの容易さ

10

イ

省エネ化を図るとともに採光、通風等自然エネルギーを活用

10

ア

安全確保、周辺対策

10

イ

品質確保

10

本事業に対する理解度や熱意等を総合的に判断

総合判断

10
計

100

（３）審査方法
ア

技術提案書の審査は、審査会が審査要領に基づいて行う。

イ

審査会は、各技術提案書の中から、評価点を基に最優秀提案者及び次点者を決定する。

ウ

業務遂行評価点(25点満点)と技術提案評価点(100点満点)の計が、75点未満の者は失格とする。

（４）優先交渉権者等の決定及び通知

10

ア

審査会は、技術提案書の審査結果に基づき、優先交渉権者及び次点候補者を選定する。

イ

本町は審査会の選定を基に、優先交渉権者及び次点候補者を決定する。

ウ

本町は提案者全てに、審査結果の概要を付しその旨をメールで通知する。

エ

審査結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けないものとする。

契約の締結
(１)９の審査により選定された優先交渉権者とは、下記のスケジュール(予定)において、選定された
技術提案書に基づき請負契約の手続きを行う。

平成29年

交付決定日

本事業が地方創生拠点整備交付金事業として採択された場合に工事

(11月上旬予定)

請負仮契約をする。

11月28日(火)

小山町議会において工事請負契約の締結が可決された場合に契約を
する。

※道の駅ふじおやまのレストランは、平成30年1月8日から3月31日まで休業予定。
(２)優先交渉権者が、契約の締結までに資格要件を満たさなくなった場合及びその他の理由において
優先交渉権者との工事請負契約が締結できない場合、本町は当該優先交渉権者の優先交渉権を取り
消し、次点候補者を優先交渉権者として契約交渉を行う。
(３)優先交渉権者は、契約の締結ができないことが明らかとなった場合、本町に対し、速やかに文書
（様式任意）により、その旨を届け出ること。

-4-

11

共通事項

（１）資料の追加要請
提出された参加表明書及び技術提案書に関し、町から問い合わせ又は資料等の追加提出を求める
場合がある。追加提出資料等を含め、提出書類は原則として返却しない。
（２）失格
参加者及び参加者と同一と判断される団体等が、次のいずれかに該当する場合は、失格となる場
合がある。
ア

本業務の参加表明書提出日から契約締結までの間に、社会的信用を失墜させる行為を行ったこ
とが判明した場合。

イ
12

審査の公平性の確保に影響を及ぼす行為があったと認められる場合。

関係書類等
参加表明及び技術提案については、次に掲げる資料を踏まえ、所定様式により作成すること。
提供資料については、本業務の技術提案書等の作成のみに使用することとし、目的外の使用は行わ
ないこと。

（１） 提供資料 (小山町のホームページに掲載)
ア 平成29年度 道の駅ふじおやまフードテラス整備事業設計・施工一括発注業務プロポーザル実施要領
（以下「本要領」という。）
イ 平成29年度 道の駅ふじおやまフードテラス整備事業設計・施工一括発注業務プロポーザル様式集

13

ウ

敷地写真及び地番図

エ

既存建築図面

オ

参考計画図

その他

（１） 提出された参加表明書及び技術提案書の取扱い
ア

提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。

イ

提出された書類の著作権は、参加者に帰属する。また、提出された提案書類（電子媒体に保存
されたデータを含む。以下同じ)は、受注者の選定に係る公表以外に参加者に無断で使用しない。
ただし、受注者の提案書類については、本業務内容の公表時や本町が必要と認めるときには、
その全部又は一部を使用できるものとする。
なお、契約に至らなかった場合の提案書類は、本業務の選定結果の公表以外に無断で使用しな
い。

ウ

提出内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護
される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用することにより生ずる責任
は、原則として参加者が負う。

（２）記載内容の変更
ア

参加表明書及び技術提案書の提出後、原則として、それぞれの審査が終了するまでの間は、参
加表明書及び技術提案書に記載された内容の変更は認めない。
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イ

技術提案書において提案した統括代理人は、原則として本業務が終了するまでの間は変更を認
めない。ただし、配置予定者が、病気治療、死亡及び退職等のやむを得ない理由により、業務遂
行が困難になった場合は、本町が同等以上の能力を有すると認める者に限り変更を認める。

ウ

技術提案書において、提案した統括代理人以外の設計業務及び施工業務における配置予定者の
変更は、協議の上、本町が同等以上の実績・能力を有すると認めるものに限り変更を認める。

（３）技術提案書の作成のために本町から受領した資料は、本町の了解なく公表及び使用してはなら
ない。
（４）技術提案の履行
受注者は、技術提案書の提案事項に基づき、責任を持って確実に履行すること（本業務に不利
益となる技術提案書の提案事項と認める場合は除く)。
また、受注者の責により、事業契約完了時点で技術提案書の提案を達成できなかった事項につ
いて、受注者は本町に対し、違約金を支払うものとし、工事の追加及び工期の延長等による一切
の費用は受注者の負担とする。
ただし、本町と協議の上、同等と認められる方法等で本業務を事業期間内に完了する場合は、
同等と認める方法で履行することを認める場合もある。
なお、技術提案書の提案事項を達成する意志が受注者に認められないなど、技術提案書に記載
した事項に対する履行状況が特に悪質と認められる場合は、契約を解除し、損害賠償の請求を行
うことがある。
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平成29年度 道の駅ふじおやまフードテラス整備事業設計・施工一括発注業務仕様書
１

計画概要

（１）施設の名称 道の駅ふじおやまフードテラス
（２）施設の場所 小山町用沢72－2
（３）施設の用途 レストラン(厨房及び客室)
(４) 施設規模等 平屋建て延床210㎡程度の増築、配置、平面は別添の計画図を参照のこと
(５) 地域地区

市街化調整区域 建築基準法第22条指定区域

（６）業務概要
・フードテラス(外構含む) 整備に必要な調査・測量・設計・法手続（申請料含む）及び工事
○施設整備
・客席及び厨房拡張工事
・機械設備及び電気設備工事
○設備整備
・厨房設備工事
・多言語サイネージ及びタッチパネルオーダーシステム設備工事
・団体ストック用冷凍設備整備(農村活性化センター内に設置)
・第 2 駐車場整備及び修景工事(農村活性化センターの駐車場)
・静岡県建築・設備工事監督検査実務要覧に基づいた書類提出及び町の工事検査対応
２

施設及び設備

(１) 意匠
既存建物及び周囲の景観と調和するデザインとする。
(２) 機能
ア

使い勝手の良い厨房とする。

イ

利用しやすく、富士山への眺望が十分に確保された居心地の良い客室とする。

ウ

浄化槽は既存施設をそのまま利用でき、増築に伴う雑排水の増加分を処理することができる。

(３) 維持メンテナンス
ア ランニングコストの縮減に配慮し、建物補修や設備の交換などメンテナンスのしやすい施設とする。
イ 断熱性を確保し、省エネ化を図るとともに、採光、通風等自然エネルギーを活用する。
(４) 安全確保、品質管理
ア 工期中の安全確保や騒音・振動対策、一般車両や緊急車両の動線確保に取り組む。
イ 品質管理に関する厳格な実施体制をつくる。
ウ 業務の実施に当たって関係法令のほか、遵守する図書等（最新版）は以下のとおり。
・静岡県建築・設備工事監督検査実務要覧
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)及び監理指針
・その他、小山町が指示する基準、仕様書、指針等
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