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社会福祉法人 愛和福祉会 

特別養護老人ホーム 慈徳ハイツ・知的障害者グループホーム ドミトリー元町 

移転新築工事事業プロポーザル実施要領 

 

１．プロポーザルの名称及び方式 

（１）名  称 社会福祉法人愛和福祉会 特別養護老人ホーム慈徳ハイツ・知的障害者グ

ループホームドミトリー元町 移転新築工事事業プロポーザル 

（２）選考方法 公募型プロポーザル方式 

（３）参 加 者 設計・施工のグループ又は単独企業体 

 

２．目 的 

  昨今の建設にかかわる発注の状況を考慮し、今回は設計段階から施工業者を選定し、法人

と設計・施工業者が緊密な打ち合わせを行い、法人の希望する適正なコストによる移転新築

工事を実現するため、設計と施工を一括して発注・契約する方式（設計施工一括発注方式）

を採用する。 

  設計施工者を選定するにあたり、施工者、設計者の技術力、実績、工事費を提出物、ヒア

リングを通じて適正に審査し、この工事に最も適した設計施工者を選定することを目的とす

る。 

 

３．主催及び事務局 

  主 催  社会福祉法人 愛和福祉会 

  事務局  社会福祉法人 愛和福祉会 法人本部室内 移転新築準備室（担当者：中村） 

       〒065-0024  札幌市東区北 24 条東 18 丁目 15 番地 

       電話(011)781-4858  FAX(011)781-4826 

       e-mail：honbu＠aiwafukusikai.or.jp 

       ＵＲＬ：http://www.aiwa-f.jp  

 

４．計画概要 

 （１）事業名 

社会福祉法人愛和福祉会 特別養護老人ホーム慈徳ハイツ・知的障害者グループホー 

ムドミトリー元町移転新築工事 

 （２）業務内容 

特別養護老人ホーム慈徳ハイツ・知的障害者グループホームドミトリー元町移転新築 

工事に関する設計・施工 
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 （３）履行（契約）期間 

    契約締結日（平成２６年９月）から平成２９年１月３１日まで（最長） 

    ※業者都合による履行期間の短縮も可能とする。 

 （４）発注者 

    社会福祉法人 愛和福祉会 理事長 小林 寛 

 （５）整備の基本方針 

・利用者にとって生活の場としてふさわしい施設とする。 

・職員にとって機能的で使いやすい施設とする。  

・周辺環境と立地条件に配慮し、かつ札幌の歴史、風土、文化、自然等を取り入れた

施設とする。 

・先進施設の模倣を超えた新たな発想や方策を取り入れた独創性ある施設とする。 

    ・維持管理に要する費用と労力を極力軽減した施設とする。 

    ・建設に要する費用（cost）は、建物の性能（performance）と法人の資金力量に見 

合ったものとする。 

 （６）建設地概要 

    ・建設予定地 札幌市東区北 42 条東 19 丁目 854－3 

    ・敷地面積  2,718 ㎡ （822.19 坪） 

    ・用途地域  準工業地域、３３ｍ高度地区、航空進行区域（水面表面標点標高より

高さ４５ｍ）、景観計画区域、容積率２００％、建蔽率６０％ 

    ・特別用途地区 東側道路中心より５０ｍまでは大規模集客施設制限区域、５０ｍを

越える部分が第二種職住共存地区 

    ・その他    公営上水道、公共下水道 

（７）施設概要 

    ・施設名称 

  「特別養護老人ホーム慈徳ハイツ」「知的障害者グループホームドミトリー元町」 

  ・施設機能 

①特別養護老人ホーム 

全室個室ユニット型、入居定員８０名（８ユニット） 

     ②知的障害者グループホーム 

入居定員１０名（１ユニット）＋生活支援ユニット 

※札幌市社会福祉施設等整備審査会における審査で一部変更となる場合あり。 

    ・構造 

     鉄筋コンクリート造、地上３階 

・ユニット内水回り 

  ＷＣ  ：１ユニットに３カ所、居室は不要   
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     手洗い  ：居室に設置 

   浴 室  ：１ユニットに個浴１カ所 

・衛生設備 給水方式：受水槽+加圧給水ポンプユニット（インバーター） 

   給湯設備：（厨房、浴室）都市ガス瞬間湯沸器による局所方式 

            （居室洗面・手洗い等）小型電気温水器による局所方式 

浴室設備：特殊浴槽１ヵ所 

・空調設備 暖房設備：パネルヒーター 

冷房設備：（厨房、管理部門、共同生活室）空冷ヒートポンプ 

エアコン 

   換気設備：天井埋込換気扇（居室他）、外気処理ユニット 

（冬期昇温、ユニット共用部） 

・電灯設備 一般照明：ＬＥＤ一体型照明 

       ：ＬＥＤ電球一体型照明（玄関、ホ－ル、廊下、ＷＣ等） 

   各室照度：ＪＩＳ規格照度で計画 

・ナースコール設備  

構内ＰＨＳ対応同時通話型（居室） 

   押ボタン+握り玉式（浴室、脱衣室、ＷＣ等） 

・ロードヒーティング設備 

設備無し 

    ・杭     添付のボーリング調査資料参照 

※「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」、「指定介護老人福祉

施設の人員、設備及び運営に関する基準」、「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準」ならびに建築基準法及び社

会福祉法等関係法令に適合したもの。 

    ・想定事業費 １０億円（消費税別） 

①基本設計・実施設計・工事監理 一式 

（建築、電気設備、機械設備、用地造成、外構） 

②建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式 

③造成工事、外構工事 一式 

    ・スケジュール（予定） 

①基本設計 平成２６年度 

②札幌市社会福祉施設等整備審査会 平成２７年１月又は５月 

     ③実施設計 平成２６～２７年度（確認申請の事前協議期間を含む） 

     ④建設工事 平成２６～２８年度 
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     ⑤開設予定 ～平成２９年４月 

 （８）支払条件 

①建築確認申請完了時  設計料分            現金払い 

②上棟時    出来高の９０％以内         現金払い 

③工事完成引渡時   工事請負金額の残金、工事監理料   現金払い 

 

５．参加資格  

（１）参加希望者は、次に掲げる資格及び条件の全てを満たしている者であること。 

①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。 

②北海道における競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成２５年３月２９日

局総第２００４号最終改正）に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこ

と。 

③会社更生法による更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に 

よる再生手続開始の申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全な者でない

こと。 

④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

の登録を行っており、本社又は支店・営業所が札幌市内にあること。 

⑤（２）に掲げる業務従事者を配置できること。 

（２）設計・施工別の参加資格要件 

参加者のうち、設計業務及び施工を行う者は、それぞれ次に掲げる要件を満たす者

とする。また、参加者は、本事業を円滑に遂行でき、安定的かつ健全な財務能力を有

している者とする。なお、単独企業による参加の場合は、次に掲げる①設計業務及び

②施工業務の両方の資格要件を満たす者とする。 

①設計業務を行う者の参加資格要件 

ア）建築法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項に基づく一級建築士事務

所の登録を受けていること。 

イ）総括責任者は、一級建築士とし、かつ実務経験年数が１０年以上であること。 

②施工を行う者の参加資格要件 

・北海道における平成２５・２６年度建設工事等競争入札参加資格者名簿の「建築

工事」において格付等級「Ａ」で登録されていること。また、建築業法による経営

事項審査総合評定値（Ｐ）が、直近２カ年の建築一式工事で１，１００点以上であ

ること。 

施工を行う者は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

ア）平成１１年４月１日以降、北海道内において、単独で、高齢者福祉施設等の新
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築又は改築（当該部分の延べ床面積１，５００平方メートル以上）工事の施工実

績があること。 

イ）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置で

きること。 

・建設工事にあっては一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有 

する者 

・監理技術者にあっては監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を有する   

 者 

・常勤の自社社員で引き続き３カ月以上の雇用関係があること。 

 

６．プロポーザルスケジュール 

 （１）プロポーザルの公告         平成２６年７月２８日（月） 

 （２）参加表明書の提出期限        平成２６年８月 １日（金） 

 （３）技術提案書に対する質問書の提出期限 平成２６年８月 ８日（金） 

 （４）質問に対する回答期限        平成２６年８月１２日（火） 

 （５）技術提案書提出期限         平成２６年８月２９日（金） 

 （６）第一次選考結果通知         平成２６年９月 ９日（火） 

 （７）ヒアリング             平成２６年９月１７日（水） 

 （８）審査結果の通知           平成２６年９月１９日（金） 

 

７．必要手続き 

 （１）参加表明書の提出 

    本競技に参加する者は、下記により「参加表明書（様式１）」を提出するものとする。 

   ア．提出期限及び受付時間 

     ①提出期限 平成２６年８月１日（金） 

     ②受付時間 午前９時から午後５時まで 

     ③提出場所 事務局 

   イ．提出方法 

     持参または郵送 

   ウ．提出部数 

     提出部数は１部とする。 

 （２）技術提案書の提出 

    参加表明書においてプロポーザルへの参加の意思を表明した者は、下記により「技術

提案書」を提出するものとする。 

   ア．提出期限及び受付時間 



 

6 

     ①提出期限 平成２６年８月２９日（金） 

     ②受付時間 午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

     ③提出場所 事務局 

      ※期限までに技術提案書の提出がない場合は、棄権したものとみなす。 

イ．提出書類 

     ①技術提案書表紙（様式２） 

     ②事務所の主要業務実績（様式３） 

     ③配置技術者の経歴等（様式４） 

     ④同種・類似業務の実績（様式５） 

     ⑤業務の実施方針（様式６） 

     ⑥課題に対する提案（様式７） 

     ⑦計画案 ・建築概要書、敷地配置図、平面図、立面図、断面図、工程表 

          ・機械設備概要書 

          ・電気設備概要書 

           Ａ３版、縮尺は自由 

     ⑧請負上限予定価格及び各見積書（様式任意） 

・設計料見積書 

      基本設計費、実施設計費、工事監理費 

     ・概算工事費見積書 

      建築主体工事費、電気設備工事費、機械設備工事費、共通仮設費、現場管理費、

一般管理費 

     ・請負上限予定及び各見積書に含まれていない事項一覧 

    ※請負上限予定価格とは今後実施設計が完了した段階で、注文者・請負者間で協

議をし最終請負金額を決定するが、その際、請負金額の上限となる金額でこの

金額以上での契約締結ができない金額をいう。 

   ウ．作成方法 

     別に定める「技術提案書作成要領」に基づいて作成すること。 

   エ．提出方法 

     持参または郵送 

   オ．提出数及び提出部数 

     ①提案数  提案は１案に限る 

     ②提出部数 １５部（カラーコピー可）とする。 

     ③編集方法 様式番号順に編集し、左側２カ所をホッチキス留めとする。 
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８．質疑応答 

  質疑がある場合は、下記により受け付ける。 

   ア．提出期限及び受付時間 

     ①提出期限  平成２６年８月 ８日（金） 

     ②受付時間  午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

   イ．提出方法 

 「質問書（様式８）」を事務局に電子メールで送信すること。 

   ウ．回答期限及び回答方法 

回答期限：平成２６年８月１２日（火） 

     質問に対する回答は、電子メールで送信するとともに、他の参加者にも発信する。 

      

９．ヒアリングの実施 

（１）ヒアリングの日程等 

   日時：平成２６年９月１７日（水） 

   場所：札幌市北区北 10 条西 4 丁目 1 ＳＣビル２階 ＮＰＯ法人シーズネット会議室 

   ※ヒアリングの詳細日時・場所については、後日連絡する。なお、競技参加者が多数

の場合は、第 1 次選考として、提案書による書類審査を行い、選考の上数社とヒアリ

ングを実施する。 

（２）ヒアリングの内容 

①ヒアリングは、１社につき４０分（説明２５分・質疑１５分）とし、このプロポー

ザルを担当する管理技術者または主任技術者を含め３名までの出席を求めて実施

する。ただし、参加者多数の場合等都合により時間や日時を分けて行う場合がある

ことに留意されたい。 

②ヒアリングは、プロポーザルの内容についての説明と追加説明及び審査員からの質

疑とする。 

③ヒアリングにおける各社の説明は技術提案書に基づき行う。（プロジェクターの使

用は可能） 

 

10．審査及び特定者の決定 

（１）審査 

選定に係る審査は「特別養護老人ホーム慈徳ハイツ・知的障害者グループホームド

ミトリー元町移転新築工事事業プロポーザル競技審査委員会設置要綱」により組織さ

れた審査委員会が行う。 

（２）特定者の決定 

提案者の中から、請負上限予定価格と価格以外の要素を総合的に評価して、もっと
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も優れた提案を行った者を(1)により組織された審査委員会が特定者として１社、次

点者として１社を選定し理事長に答申する。 

尚、特定者との契約交渉が不調となった場合や、「11.減点又は失格」に該当すると

認められる場合は、次点者を当該交渉の相手方とする。 

理事長は直ちに理事会に報告し、承認を得たのち今後の取扱いについての必要事項

を定めた覚書を締結する。 

（３）特定者の通知 

審査後、特定者を法人ホームページに掲載する。 

 

11．減点又は失格 

   提出された提案書が、次に掲げる条項の一つに該当する場合は減点又は失格とすること

がある。 

（１）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

（２）提案書の作成要領に指定する提案書の作成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）提案書に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 

（４）虚偽の内容が記載されているもの。 

（５）この要領に定める手続き以外の手法により、審査員又は関係者に事業プロポーザルに

対する援助を直接または間接に求めた場合。 

 

12．費用負担 

  このプロポーザル（ヒアリングへの参加も含む。）に要する費用は、すべて事業プロポーザ

ル参加者の負担とする。 

 

13．同種業務及び類似業務 

 本要領及び技術提案書作成要領において同種業務及び類似業務とは、次による。 

   ア 同種業務 特別養護老人ホーム、老人保健施設等の介護保険施設又は老人ホームの

新築または改築 

   イ 類似業務 同種業務に含まれない医療、教育、児童、障害者福祉施設等の新築また

は改築 

 

14．その他 

（１）提出された提案書は返却しない。 

（２）主催者は、事業者選定後、選定された事業者の提出案に拘束を受けないものとする。 

（３）本業務の実施にあたっては、提案書に記載された管理技術者及び主任技術者は、特別



 

9 

な理由があると認められる場合を除き変更することはできない。 

（４）工事中、経済事情の変動等があっても工事請負金額を増額変更しない。 

（５）工事施工に必要な諸官庁の申請および検査の手続きは一切本件受注者にて行い、受注

者がその費用を負担する。 

（６）施設の変更届等の発注者が行う諸官庁手続き等の書類作成に協力すること。 

（７）工事に伴う近隣などへの対策、苦情処理などは双方協議のうえ処理・解決する。 


