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第１ 募集要項等の位置付け 

 

美濃加茂市（以下「市」という。）は、民間の経営能力及び技術能力の活用により、効率的か

つ効果的に事業の推進を図るため、令和元年 11 月 6 日に、「民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）第 7

条の規定に準じ、（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業（以下「本事業」という。）を特

定事業として選定した。 

本募集要項及び別添資料（以下「募集要項等」という。下記「募集要項及び別添資料一覧」

参照）は、ＰＦＩ法に準じて、特定事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を公

募型プロポーザル方式により選定するに当たり、募集、審査、優先交渉権者の選定及び事業契

約の締結の諸手続について定めるものである。 

なお、募集要項等と実施方針及び質問回答書に相違がある場合は、募集要項等の規定が優先

するものとする。また、募集要項等に記載がない事項については、募集要項等に関する質問に

対する回答によることとする。 

 

＜募集要項及び別添資料一覧＞ 

・募集要項（本資料） 

・別添 1：要求水準書 

・別添 2：事業者選定基準 

・別添 3：様式集及び記載要領 

・別添 4：基本協定書（案） 

・別添 5：基本仮契約書（案） 

・別添 6：設計・建設等請負仮契約書（案） 

・別添 7：保守管理委託業務仮契約書（案） 

・別添 8：モニタリング措置要領 
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第２ 事業の目的及び内容 

 

 

（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業 

 

 

子育て支援施設（保育園） 

 

 

美濃加茂市長 伊藤 誠一 

 

 

市には、9 園の公立保育園・こども園が設置されているが、昭和 45 年から昭和 57 年ま

でに建設され築 35 年以上を経過した施設が大半を占めており、施設の老朽化が進んでい

る。また、既存の公立保育園・こども園は、基本的に 3 歳未満児の保育に対応できる施設

として建設されていないため、今後は、施設不足になり、待機児童が増えることが予測さ

れている。 

これらの問題解決に向け、「美濃加茂市公立保育園施設整備計画（平成 29 年 4 月策定）」

では、保育園の施設数及び規模の適正化を図るとともに、統合や複合化を視野に入れた保

育園整備を進めていく方針としている。 

このような状況の下、本事業は、子どもたちの安全安心を実現するとともに、より良い

保育環境を確保するため、古井第一保育園、古井第二保育園、蜂屋保育園を統合した新た

な（仮称）美濃加茂市立新古井保育園（以下「新保育園」という。）を建設することを目的

としている。なお、新保育園は、施設の一部に令和元年度に除却予定の下古井交流センタ

ーの代替機能を設けるものとする。 

 

 

本事業は、定員 180 名（弾力化により最大 214 名）の新保育園及びアクセスのための取

付道路（市道）を設計・整備した後、新保育園の保守管理業務を行うとともに、既設の古

井第二保育園、蜂屋保育園（以下「既存施設」という。）の解体・撤去を行うものである。 

  

1. 事業名称 

2. 公共施設の種類 

3. 公共施設の管理者の名称 

4. 事業の背景・目的 

5. 対象となる事業の概要 
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本事業は、4 に示す事業の背景・目的を踏まえたうえで、次のコンセプトにより進める

ものとする。 

 

多様化する保育ニーズへの対応 

急増する 3 歳未満児の就園や、長時間保育などの多様な保育ニーズに応えるため、乳

児室やほふく室、一時預かり室などの必要な施設の整備、充実を図る。また、核家族化

が進む中、子育て家庭が孤立することなく、安心して子育てができるよう、相談室を整

備し、いつでも相談ができる体制を整える。 

 

地域とのふれあいを促進する交流機能の導入 

財政負担の軽減、地域とのふれあいの促進の観点から、新保育園は、下古井交流セン

ターの代替機能を施設の一部に設ける。具体的には、地域交流の場となる会議室を整備

するとともに、食育を通じた地域交流を行うための料理講習室を整備する。 

 

保育士が働きやすい環境整備 

現場で働く保育士が働きやすいよう、保育士の意見を取り入れつつ、保育士の動線や、

乳幼児の安全を見守るための視認性に配慮した諸施設の配置を行う。また、日々のメン

テナンスがしやすいよう工夫を図るものとする。 

 

乳幼児が過ごしやすい空間づくり 

一日のうち 8 時間から 11 時間を新保育園で過ごす乳幼児のため、安全・安心・快適

であり、かつ乳幼児の心がドキドキワクワクするような空間づくりを行う。 

 

 

  

6. 事業の基本方針 

（1）

（2）

（3）

（4）
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本事業の事業方式は、DBO（Design Build Operate）方式とする。  

具体的には、市が資金を調達し、新保育園の設計・建設（駐車場、調整池、取付道路等

の設計・整備及び既存施設の解体・撤去等を含む。）から完成後の保守管理までの一連の業

務を市と事業契約を締結した事業者グループ（共同事業体）が行う方式である。以下にス

キーム概要図を示す。 

 

【スキーム概要図】 

 

 

 

 

 

  

7. 事業方式の概要 
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本事業において事業者が実施する業務は、次のとおりである。 

 

設計・建設等業務 

 建築設計業務 

ア 新保育園の整備に関する設計（基本設計・実施設計） 

イ 本事業の実施に必要な許認可及び各種申請等の行政手続（開発協議含む） 

ウ 職員・市民への説明会等の開催 

エ 既存施設のアスベスト等調査 

オ 既存施設の解体・撤去に関する設計（実施設計） 

 

 道路設計業務 

ア 取付道路の整備に関する設計（実施設計） 

イ 接道に関する各種協議 

ウ 用地取得に係る支援 

 

 工事監理業務 

ア 新保育園の整備に関する工事監理 

イ 既存施設の解体・撤去に関する工事監理 

 

 解体・撤去業務 

ア 既存施設の解体・撤去工事 

 

 建設業務 

ア 新保育園の整備に関する建設工事 

イ 取付道路の整備に関する工事 

ウ 備品整備・調達業務 

エ 開園準備業務 

 

保守管理業務 

ア 新保育園の建築物の保守点検業務 

イ 新保育園の建築設備の保守点検業務 

ウ 新保育園の外構の保守管理業務 

エ 新保育園の機械警備業務  

8. 事業の範囲 

（1）

①

②

③

④

⑤

（2）
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市は事業者との間で締結する事業契約に従い、以下の対価を支払う。 

 

設計・建設等業務に係る対価 

5 ページ 8.(1)に係る費用分は、令和 2 年度から令和 4 年度までの設計・建設等業務期

間中、年度ごとの出来高に応じて支払う。 

 

保守管理業務に係る対価 

5 ページ 8.(2)に係る費用分は、令和 4 年度から令和 11 年度までの保守管理業務期間

中、年度ごとに支払う。 

 

 

本事業の実施に係る事業期間は、事業契約の締結日から令和 12 年 3 月末までの約 10 年

間とする。 

 

 

本事業のスケジュールは、概ね下表のとおりとするが、新保育園の開園については、令

和 4 年 4 月 1 日に遅延なく開園できることを必須とする。 

 

事業契約締結 令和 2 年 4 月頃 

設計、各種申請等の行政手続 令和 2 年 5 月頃～令和 3 年 4 月頃 

新保育園の建設工事 令和 3 年 2 月頃～令和 4 年 2 月末 

新保育園の開園準備 令和 4 年 3 月上旬～令和 4 年 3 月末 

新保育園の開園 令和 4 年 4 月 1 日 

新保育園の保守管理 令和 12 年 3 月末まで 

既存施設の解体・撤去 令和 4 年 4 月頃～令和 5 年 3 月頃 

 

 

本事業を実施するにあたり、遵守すべき法規制及び適用される基準等については、別添

1「要求水準書」を参照すること。 

 

 

 

  

9. 事業者の収入 

（1）

（2）

10. 事業期間 

11. 事業実施スケジュール 

12. 本事業の実施にあたり遵守すべき法規制・適用基準等 
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第３ 応募者等の備えるべき要件等 

 

 

応募者の定義 

応募者の構成については、次のとおりとする。 

 応募者は、市の求める性能を備えた新保育園を設計・建設することができる企画力、

資力、信用、技術的能力及び実績を有する複数の企業（以下「構成企業」という。）

により構成されるグループ（以下「参加グループ」という。）とする。 

 応募者は、建築設計業務を行う企業（以下「建築設計企業」という。）、道路設計業務

を行う企業（以下「道路設計企業」という。）、工事監理業務を行う企業（以下「工事

監理企業」という。）、解体・撤去業務を行う企業（以下「解体・撤去企業」という。）、

建設業務を行う企業（以下「建設企業」という。）、保守管理業務を行う企業（以下「保

守管理企業」という。）により構成されるものとする。 

 応募者は、事業契約の締結のため、参加グループで共同事業体を組成するものとし、

共同事業体の組成及び運営に関し、共同事業体協定書を締結のうえ、参加表明書提出

時に当該協定書を市に提出するものとする。 

 

代表企業の選定 

 応募者は、構成企業の中から代表企業（単体企業）を定め、参加表明書提出時の資格

確認書類にて明らかにするものとする。 

 代表企業は、本事業への応募手続や、優先交渉権者（最優先候補者）となった場合に

おける契約協議など市との調整・協議等における窓口役を担うとともに、共同事業体

を代表して事業契約の締結を行うものとする。 

 

特別目的会社（SPC）設立の場合 

優先交渉権者（最優先候補者）となった応募者が、本事業を遂行するために会社法（平

成 17 年法律第 86 号）に定める株式会社として特別目的会社（以下「SPC」という。）

を設立しても構わないものとする。ただし、SPC を設立する場合は、次の要件を全て満

たさなければならない。 

 優先交渉権者（最優先候補者）となった参加グループの構成企業のうち代表企業及び

建設企業は、必ず SPC に出資すること。 

 代表企業は、SPC の出資者のうち最大の出資を行うこと。 

 出資者である構成企業は、本事業が終了するまで SPC の株式を保有するものとし、

市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の

1. 応募者の構成等 

（1）

①

②

③

（2）

①

②

（3）

①

②

③
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処分を行わないこと。 

 

複数応募の禁止 

参加グループの構成企業及び次のアからウまでのいずれかに該当する者は、他の参加

グループの構成企業になることはできないものとする。 

 参加グループの構成企業と資本関係のある者 

次のいずれかに該当する者をいう。ただし、子会社（会社法第 2 条第 3 号及び会社法

施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第 3 条の規定による子会社をいう。以下同じ。）

若しくは子会社の一方が、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 2 条第 7 項に規定

する更生会社又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定する再生

手続が存続中の会社である場合は除く。 

ア 親会社（会社法第 2 条第 4 号及び会社法施行規則第 3 条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者 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者 

 参加グループの構成企業と人的関係のある者 

次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）と、他方

の会社の代表権を有する者を現に兼ねている者 

イ 一方の会社の代表権を有する者と、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者 

 その他参加の適正さが阻害されると認められる者 

①又は②と同視しうる関係があると認められる者をいう。 

 

再委託に関する留意事項 

 構成企業は、自己が担う業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け

負わせてはならない。 

 業務の一部を委託することにより、本事業を円滑で効率的に推進できるなど委託を行

う客観的合理性が認められ、かつ、市の書面による事前の承諾があれば、自己が担う

業務の一部を第三者に委託することを可能とする。ただし、この場合においても、委

託先の第三者には、業務遂行に当たって、構成企業と同様の責任が及ぶことを明示す

ること。 

 構成企業は、市の書面による承諾なくして、この契約上の地位又はこの契約によって

生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡することはできない。 

  

（4）

①

②

③

（5）

①

②

③
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構成企業の共通資格要件 

次のいずれかに該当する者は、応募者の構成企業となることはできない。 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者 

 市の指名停止処分を受けている者（募集の公告の日から事業契約締結までの期間） 

 国税及び地方税を滞納している者 

 美濃加茂市契約等における暴力団等排除措置要綱（平成 28 年美濃加茂市告示第 55

号）別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者 

 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 26 条第 2 項の規定による事務所の閉鎖命令

を受けている者 

 会社更生法第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者 

 民事再生法第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者 

 会社法第 511 条の規定に基づき特別清算開始の申立てがなされている者 

 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされている者 

 ＰＦＩ法第 9 条に規定する欠格事由に該当する者 

 本事業に係る実施方針、募集要項等の作成及びアドバイザリー業務に関与した以下の

者並びにこれらと資本関係又は人的関係のある者（「1.(4)複数応募の禁止」の規定に

準じる。） 

・大日コンサルタント株式会社（岐阜市薮田南 3－1－21） 

・弁護士法人小出水野法律事務所（岐阜市今沢町 12 番地 岐阜新聞別館 5 階） 

 美濃加茂市新保育園整備事業プロポーザル方式審査委員会（「第 6 優先交渉権者の決

定」で規定）の委員が属する法人及びその法人と資本関係又は人的関係のある者

（「1.(4)複数応募の禁止」の規定に準じる。） 

 

構成企業の個別参加資格要件 

参加グループの各構成企業は、参加表明書の受付日において、それぞれ次に掲げる要

件を全て備えていることとする。 

なお、SPC を設立する場合にあっては、SPC より業務を受託する企業も同様とする。 

 建築設計企業 

建築設計企業は、次の要件を全て満たしていることとする。 

ア 事業契約締結までに、該当する業務について、美濃加茂市競争入札参加資格者名

簿（以下「資格者名簿」という。）に登録されていること。 

2. 応募者の参加資格要件 

（1）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

（2）

①
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イ 建築士法第 23 条の規定に基づき一級建築士事務所として登録されていること。 

ウ 建築設計企業及び当該業務を担う設計者は、以下のいずれかの要件を満たすこと。 

（ｱ）認可保育所（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 35 条第 2 項、第 3 項及

び第 4 項の規定により設置される保育所をいう。以下同じ。）の設計の元請の実

績を有していること。 

（ｲ）③に規定する建設企業の設計部門が設計を請け負う場合は、建設企業において認

可保育所の施工実績を 2 件以上有すること。 

エ 参加表明書の受付日から起算して、建築設計企業と過去 3 カ月以上の直接的かつ

恒常的な雇用関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務の技術上の管理等

を行う者をいう。）を配置できること。 

オ 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 30 条の規定による申請書のうち、同法

第 31 条に定める設計図書の作成の実績を有していること。（作成した図書により、

同法第 29 条の許可を受けたものに限る。） 

 

 道路設計企業 

道路設計企業は、次の要件を全て満たしていることとする。 

ア 事業契約締結までに、該当する業務について、資格者名簿に登録していること。 

イ 道路設計の実施設計の実績を有すること。 

 

 建設企業 

建設企業は、次の要件を全て満たしていることとする。 

ア 事業契約締結までに、該当する業務について、資格者名簿に登録されていること。 

イ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 27 条の 23 における建築一式工事の経営

事項審査の結果数値が、建設業法第 3 条第 1 項の営業所のうち主たる営業所を市内

に有する者にあっては、700 点以上であること。市外に有する者にあっては、800

点以上であること。 

ウ 建設業法第 27 条の 23 における土木一式工事の経営事項審査の結果数値が、建設

業法第 3 条第 1 項の営業所のうち主たる営業所を市内に有する者にあっては、600

点以上であること。市外に有する者にあっては、700 点以上であること。 

エ 水道施設工事について建設業の許可を有していること。 

オ 次の要件を全て満たす監理技術者を専任かつ常駐で配置できること。 

（ｱ）一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法第 15

条第 2 号ハの規定による認定を受けた者であること。 

（ｲ）建設業法第 27 条の 18 第 1 項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格者

②

③
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証を有し、建設業法第 26 条第 4 項の規定に基づき選任された者で、参加表明書

の受付日から起算して、建設企業と過去 3 カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係があること。 

カ 特定建設工事共同企業体（以下「特定 JV」という。）を結成する場合は、次の要

件を全て満たしていること。 

（ｱ）発注する工事に対応する業種について、資格者名簿に登録された建設業者であ

ること。 

（ｲ）建設業法別表第 1 に規定する許可業種のうち、発注する工事に対応する業種の

許可を受けてから 3 年以上営業していること。 

（ｳ）特定 JV の構成企業の数は、2 社又は 3 社とし、建設業法第 27 条の 23 におけ

る経営事項審査の結果数値が、800 点以上である者を 1 社でも有すること。 

（ｴ）建設業法別表第 1 に規定する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事

現場に専任で配置することができること。 

（ｵ）特定 JV の構成企業のいずれかが、発注する工事と同種の工事を施工した経験

があること。 

（ｶ）工事の施工は、共同施工方式（甲型）とし、特定 JV の構成企業の出資比率は

特定 JV 構成企業数に応じ（ⅰ）又は（ⅱ）に定める割合を下回っていないこと。 

（ⅰ）2 社の場合 30％ 

（ⅱ）3 社の場合 20％ 

（ｷ）特定 JV の代表構成企業は、特定 JV 構成企業のうちでより大きい施工能力を

有する者とし、その出資比率は特定 JV 構成企業のうち最大とすること。 

 

 工事監理企業 

工事監理企業は、次の要件を全て満たしていることとする。 

ア 事業契約締結までに、該当する業務について、資格者名簿に登録されていること。 

イ 建築士法第 23 条の規定に基づき一級建築士事務所として登録されていること。 

ウ 参加表明書の受付日から起算して、工事監理企業と過去 3 カ月以上の直接的かつ

恒常的な雇用関係がある工事監理者（建築基準法第 2 条第 11 号に規定する工事監

理者をいう。）を専任で配置できること。 

 

 解体・撤去企業 

解体・撤去企業は、次の要件を全て満たしていることとする。 

ア 事業契約締結までに、該当する業務について、資格者名簿に登録していること。 

イ 官公署が所有・管理する建造物の解体実績を有すること。 

④

⑤
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 保守管理企業 

保守管理企業は、事業契約締結までに、該当する業務について、資格者名簿に登録し

ていることとする。 

 

市内業者に対する契約に関する配慮事項 

応募者は、構成企業の選定や、業務の一部委託にあたり、事業遂行上、支障がない範

囲内で、市内業者又は建築士法に基づく建築士事務所登録の所在地が市内にある者の登

用・活用に配慮すること。 

 

参加表明書の構成企業に関する受付日以降の取扱い 

参加資格を有すると認められた参加グループの構成企業、又は SPC を設立する場合

について SPC より業務を受託する者が、参加表明書の受付日以降に参加資格要件を欠

くような事態が生じた場合の対応は、次のとおりとする。 

 参加表明書の受付日から優先交渉権者（最優先候補者）の決定日までの間に、参加グ

ループの構成企業又は SPC より業務を受託する者に参加資格要件を欠く事態が生じ

た場合には、当該参加グループは原則として失格とする。ただし、参加グループの申

し出により、市がやむを得ないと認め、承認した場合に限り、参加資格要件を欠く参

加グループの構成企業（ただし、代表企業を除く。）又は SPC から業務を受託する者

（ただし、代表企業を除く。）の変更ができるものとする。 

 優先交渉権者（最優先候補者）の決定日から事業契約締結日までの間に、参加グルー

プの構成企業又は SPC から業務を受託する者に参加資格要件を欠く事態が生じた場

合には、市は仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行うことがある。これにより仮

契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、市は一切責めを負わない。ただし、参加

グループの申し出により、市がやむを得ないと認め、承認した場合に限り、参加資格

要件を欠く参加グループの構成企業（ただし、代表企業を除く。）又は SPC から業務

を受託する者（ただし、代表企業を除く。）の変更ができるものとし、市は変更後の

参加グループと仮契約を締結できるものとする。 

 上記①、②の規定により、参加グループの構成企業の変更を行う場合は、速やかに共

同事業体協定書の変更を行い、市に提出するものとする。 

 

  

⑥

（3）

（4）

①

②

③
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第４ 事業者募集等のスケジュール 

 

 

市は、本事業への参加を希望する事業者を広く公募し、本事業の透明性及び公平性の確

保に十分留意しながら、事業者の選定を進める。 

なお、事業者の選定に当たっては、公募型プロポーザル方式によるものとする。 

 

 

事業者の募集及び選定は、次の手順及びスケジュールで実施する。なお、下記スケジュ

ールは、市の都合により変更する場合がある。 

 

日 程 内 容 

令和元年 11 月 8 日（金） 募集の公告（募集要項等の公表） 

令和元年 11 月 8 日（金）～ 

11 月 15 日（金） 
募集要項等に関する質問の受付 

令和元年 11 月 26 日（火） 募集要項等に関する質問の回答の公表 

令和元年 11 月 8 日（金）～ 

12 月 4 日（水） 
参加表明書の受付 

令和元年 12 月 9 日（月） 参加資格確認通知書の送付 

令和元年 12 月 18 日（水）～ 

令和 2 年 1 月 22 日（水） 
提案書の受付 

令和 2 年 1 月下旬～2 月上旬 第 1 次審査、第 2 次審査の実施 

令和 2 年 2 月下旬 優先交渉権者（最優先候補者）の決定及び公表 

令和 2 年 3 月中旬 基本協定の締結 

令和 2 年 4 月中旬 事業契約の仮契約締結 

令和 2 年 4 月下旬 事業契約の本契約締結 

※本事業の実施に当たっては、予算及び事業契約に関する議案を市議会に提出し、 

これら議案の成立後に事業契約の締結となる。 

  

1. 事業者の募集及び選定の方法 

2. 募集及び選定のスケジュール 
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第５ 応募手続き等 

 

 

募集要項等の記載の内容に関し、質問を次の要領で受け付ける。これ以外による質問の

提出は無効とする。 

○提出期限：令和元年 11 月 15 日（金）午後 5 時 必着 

○提出方法：E-mail、持参又は郵送により提出すること。 

（持参又は郵送の場合、印刷物を添付して CD-R にて提出すること。） 

○提出様式：別添 3「様式集及び記載要領」に従い作成すること。 

○提 出 先：〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町 3431 番地 1 

健康福祉部 こども課 総務係 

ＴＥＬ：0574-25-2111 （内線 327） 

E-mail：kodomo@city.minokamo.lg.jp 

○回答方法：令和元年 11 月 26 日（火）に、市のホームページで公表する。 

 

 

応募者は、参加表明書及び、参加資格を満たすことを証明する書類を受付期間内に提出

するものとする。 

○受付期間：令和元年 11 月 8 日（金）から 12 月 4 日（水）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで 

○提出方法：持参又は郵送により提出すること。 

郵送の場合は、令和元年 12 月 4 日（水）午後 5 時必着とし、表に「（仮

称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業に係る参加表明書等在中」と朱

書して郵送（配達証明付き）すること。 

○提出様式：別添 3「様式集及び記載要領」に従い作成すること。 

○提 出 先：〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町 3431 番地 1 

健康福祉部 こども課 総務係 

ＴＥＬ：0574-25-2111 （内線 327） 

E-mail：kodomo@city.minokamo.lg.jp 

 

 

資格審査の結果を令和元年 12 月 9 日（月）までに代表企業に対して通知する。 

  

1. 募集要項等に関する質問の受付 

2. 参加表明書の受付 

3. 参加資格確認通知書の送付 



15 

 

資格審査を通過しなかった応募者は、市に対してその理由について書面により、説明を

求めることができることとする。 

○提出期限：令和元年 12 月 11 日（水）午後 5 時 必着 

○提出方法：持参又は郵送により提出すること。 

○提出様式：別添 3「様式集及び記載要領」に従い作成すること。 

○提 出 先：〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町 3431 番地 1 

健康福祉部 こども課 総務係 

ＴＥＬ：0574-25-2111 （内線 327） 

E-mail：kodomo@city.minokamo.lg.jp 

○回答方法：令和元年 12 月 16 日（月）までに代表企業に対して行う。 

 

 

参加資格が確認された応募者が参加を辞退する場合は、提案書の受付開始日の前日であ

る令和元年 12 月 17 日（火）午後 5 時までに参加辞退届（※別添 3「様式集及び記載要領」

に従い作成すること）を美濃加茂市 健康福祉部 こども課 総務係に提出すること。 

 

 

応募者は、受付期間内に提案書を提出するものとする。なお、提案書の提出は、代表企

業が行わなければならない。 

○受付期間：令和元年 12 月 18 日（水）から令和 2 年 1 月 22 日（水）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後

5 時まで 

○提出方法：持参又は郵送により提出すること。 

郵送の場合は、令和 2 年 1 月 22 日（水）午後 5 時必着とし、表に「（仮

称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業に係る提案書 在中」と朱書して

郵送（配達証明付き）すること。 

○提出様式：別添 3「様式集及び記載要領」に従い作成すること。 

○受付場所：〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町 3431 番地 1 

健康福祉部 こども課 総務係 

ＴＥＬ：0574-25-2111 （内線 327） 

E-mail：kodomo@city.minokamo.lg.jp 

  

4. 参加資格がないと認めた理由の説明要求の受付 

5. 参加を辞退する場合 

6. 提案書の受付 
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提出された提案書類の内容について、第 1 次審査（書類審査）及び第 2 次審査（プレゼ

ンテーション、ヒアリング等）を実施する。 

 

 

提出された提案書類の内容について総合的な評価を行い、優先交渉権者（最優先候補者）

を決定する。審査結果は、令和 2 年 2 月下旬に評価の内容と併せて応募者に通知するとと

もに市ホームページにおいて公表する。 

 

 

公正な応募の確保 

応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）

等に抵触することのないように留意すること。 

また、応募者は、この募集要項に定めるもののほか、その他関係法令を遵守すること。 

 

提案書の差し替え等の禁止 

応募者は、受付期間内に限り提案書の差し替え等ができるものとし、提出期限以降に

おいては、提案書の差し替え及び再提出をすることができない。 

 

募集の延期等 

市長は、特に必要があると認めたときは、募集を延期し、中止し、又は取り消すこと

がある。 

 

提案内容の水準 

応募者が提出する提案書類一式の内容は、別添 1「要求水準書」に示す業務要求水準

と同等又はそれ以上の水準でなければならない。 

 

提案の無効 

次に掲げる事項のいずれかに該当する提案は、無効とする。 

・提案書の記載事項の漏れ、誤記等により内容が確認できない提案 

・応募に関し不正の行為をした者の提案 

・提案書に虚偽の記載があった場合 

・参加資格がない者の提案 

・提案に必要な書類が不足している場合 

7. 第 1 次審査、第 2 次審査の実施 

8. 優先交渉権者（最優先候補者）の決定及び公表 

9. 応募に関する留意事項 

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）
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費用の負担 

応募に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 

 

使用言語、単位及び通貨 

応募に際して使用する言語は日本語、通貨単位は日本円、単位は計量法（平成 4 年法

律第 51 号）に定めるもの、時刻は日本標準時とする。 

 

提案書の取扱い 

応募者が市に提出した提案書は、返却しない。 

 

市の提供する資料の取扱い 

応募者（提案書の提出までに辞退した者を含む。）は、市が提供する資料をこの募集に

係る検討以外の目的で使用してはならない。 

 

著作権等 

応募者から提出された提案書類に含まれる著作物の著作権は、応募者に帰属する。た

だし、市は、本事業に関し必要と認める用途に用いる場合にあっては、応募者の同意を

得て、無償で使用できるものとする。 

 

特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に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事業手法、工事材料、施工方法、保守管

理方法等を使用した結果生じた責任は、提案を行った応募者が負うものとする。これに

よって市が損失又は損害を被った場合には、当該応募者は市に対して当該損失及び損害

を補償及び賠償しなければならない。 

 

情報公開 

情報公開請求があった場合は、美濃加茂市情報公開条例（平成 11 年美濃加茂市条例

第 20 号）に基づき、提案書を公開することがある。 

 

その他 

募集要項等に定めるもののほか、応募にあたって必要な事項が生じた場合には、代表

企業に通知する。 

  

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）
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本事業の実施にあたり市が算定した業務の対価（参考基準価格）は、下記のとおりであ

り、応募者はこの価格を上限として提案すること。 

 

参考基準価格（提案上限額）：  1,173,629,000 円（税込） 

 

（参考基準価格の内訳） 

設計・建設等業務の参考基準価格 

（提案上限額） 
1,157,693,000 円（税込） 

保守管理業務の参考基準価格 

（提案上限額） 
15,936,000 円（税込） 

 

 

  

10. 提案価格の上限 
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第６ 優先交渉権者の決定 

 

 

応募者から提出された提案書類は、学識経験者等の外部委員等により構成される「美濃

加茂市新保育園整備事業プロポーザル方式審査委員会」（以下「審査委員会」という。）に

おいて審査を行うものとする。なお、審査委員会の会議は、非公開で行うものとする。 

審査委員会の委員は、次のとおりである。 

 

委員氏名（敬称略） 所属等 

木村 美知代 元東海学園大学教育学部教育学科教授 

ダーリンプル 規子 中部学院大学短期大学部幼児教育学科教授 

東山 多賀子 元公立保育園長 

山田 尚樹 美濃加茂市市民協働部長 

藤井 宗裕 美濃加茂市健康福祉部長 

可児 雅之 美濃加茂市産業振興部長 

西田 恒夫 美濃加茂市建設水道部長 

佐藤 文彦 美濃加茂市総務部長 

渡邊 久司 美濃加茂市経営企画部長 

 

募集の公告後、本事業の優先交渉権者決定までの間に、事業者の選定に関して、応募者

（個々の構成企業を含む。）又はその者と同一と判断されるものが、審査委員会の委員に面

談を求め、応募者のＰＲ書類等を送付する等により、当該応募者を有利に、又は他社を不

利にするように働きかけることは禁じる。また、審査委員会の動向等について聴取するこ

とも禁じる。 

これらの禁止事項に抵触したと市又は審査委員会が判断したときは、当該応募者は、応

募の資格を失うものとする。 

 

 

優先交渉権者（最優先候補者）の決定に当たっての審査方法、審査基準等については、

別添 2「事業者選定基準」を参照すること。 

 

 

市は、審査委員会の審査に基づき優先交渉権者（最優先候補者）を決定する。 

 

1. 審査委員会の設置 

2. 審査基準等 

3. 優先交渉権者の決定 
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市は、優先交渉権者を決定した場合は、応募者に速やかに通知するとともに選定結果を

市ホームページ等で公表する。 

  

4. 選定結果の公表 
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第７ 提案に関する条件（事業実施に関する事項） 

 

 

整備対象施設（新保育園）及び解体・撤去対象施設（既存施設）の立地条件等を以下に

示す。 

 

（整備対象施設） 

項 目 内 容 

整備予定地 美濃加茂市田島町 2 丁目字坂下 3223 番 1 外 

敷地面積 
約 7,100 ㎡ 
※新保育園整備予定地：約 5,700 ㎡ 

駐車場整備予定地：約 1,400 ㎡ 

都市計画区域 区域区分非設定都市計画区域 

用途地域 

近隣商業地域 
（建ぺい率 80％・容積率 200％） 
第一種中高層住居専用地域 
（建ぺい率 60％・容積率 200％） 

防火指定 指定なし（法 22 条区域内） 

接道状況 

市道 幅員 7ｍ 
国道 248 号・21 号からの取付道路は未整備 
※敷地内の東西方向の既存市道を廃止し、本事業において取付道路（市

道）整備を行うこと 

周辺環境及び 
留意事項 

・敷地内に電柱あり 
・整備予定地は、市が令和 2 年度に取得予定 
（市が土地の取得後、事業者は、建設及び保守管理等に必要な範囲で

土地を無償で使用できるものとする） 
 

（解体・撤去対象施設） 

施 設 名 内 容 

古井第二保育園 

美濃加茂市古井町下古井 207 番地 
・保育室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 延床面積： 約 466 ㎡ 
・倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 延床面積： 約 6 ㎡ 
・プール 面積： 約 33 ㎡                等 

蜂屋保育園 

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 4474 番地 
・保育室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1 階建 延床面積： 約 265 ㎡ 
・遊戯室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1 階建 延床面積： 約 122 ㎡ 
・管理棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1 階建 延床面積： 約 199 ㎡ 
・倉庫 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 延床面積： 約 12 ㎡ 
・便所（増築分） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、一部木造 延床面積： 約 30 ㎡ 
・プール 面積： 約 80 ㎡                等 

 

1. 立地条件等 
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整備する新保育園は、次に示すとおりであり、各業務の詳細については、別添 1「要求

水準書」に示す。 

 

施設・設備 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）に基づき、

必要な居室、設備等を設置すること。 

なお、保育室の必要面積については、有効面積が基準となることに留意すること。（内

法寸法とし、収納家具等は必要面積から外しての算定とすること。） 

 

面積・規模等 

 定員 180 名（弾力化により最大 214 名）程度とする。 

 階数は地上 1 階建とする。 

 鉄筋コンクリート造（以下「RC 造」という。）又は RC 造と同等の耐用年数を確保

できる構造とし、事業者が提案すること。 

 新保育園の総延床面積の上限（屋外倉庫等付属建物を含む）は、古井第一保育園、古

井第二保育園、蜂屋保育園、下古井交流センターの合計延床面積（2,694.97 ㎡）未満

とする。 

 

 

事業者が遵守すべき業務の要求水準は、別添 1「要求水準書」に示す。 

 

 

事業者は、事業契約書に定めるところに従って、応募の際に提出した提案書類の内容を

誠実かつ確実に遂行し、責任を履行しなければならない。 

事業契約の締結に当たっては、事業の履行を確保するために、履行保証保険等による事

業期間中の履行保証を行うこととする。詳細については、別添 5～7 の「事業仮契約書（案）」

に示す。 

 

 

事業期間が終了する以前に、事業の継続が困難となり、事業を終了する場合、事業者は

事業契約書に定める具体的な措置に従うものとする。 

事業期間の終了時においては、事業者は新保育園を要求水準書に示す良好な状態で市に

引き継ぐものとする。  

2. 新保育園の概要 

（1）

（2）

①

②

③

④

3. 業務の要求水準 

4. 事業者の責任の履行に関する事項 

5. 事業の終了 
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市は、事業者が実施方針及び募集要項等に定められた業務を確実に遂行し、要求水準が

達成されているかを確認する。市による本事業の実施状況の確認（モニタリング）は以下

（1）から（3）までのとおりである。 

なお、モニタリングの詳細は、別添 8「モニタリング措置要領」に示す。 

 

モニタリングの実施時期、実施方法等 

モニタリングの実施時期、実施内容、実施方法等については、募集要項等の規定に基

づき、事業契約締結後、市と事業者で協議し、市が決定する。 

 

モニタリングの費用の負担 

市が実施するモニタリングに係る費用のうち、市に生じる費用は市の負担とし、その

他の費用は事業者の負担とする。 

 

モニタリングの結果に伴う措置 

モニタリングの結果、事業者の提供するサービスがあらかじめ定められた条件、又は

要求水準を下回ることが明らかになった場合には、その内容に応じて是正勧告、支払の

延期、契約解除等の措置をとる。 

 

 

 

  

6. 市による本事業の実施状況の確認（モニタリング） 

（1）

（2）

（3）
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第８ 事業契約に関する事項 

 

 

市は優先交渉権者（最優先候補者）との間で基本協定を締結し、事業契約内容の詳細に

ついて協議する。 

当該協議に基づき、市は事業者となる共同事業体と「①基本契約」の仮契約を締結した

後、「②設計・建設等請負契約」の仮契約を締結するとともに、「③保守管理委託業務契約」

の仮契約を締結する。 

その後、「②設計・建設等請負契約」の議会の議決が得られたときに、①～③の本契約を

締結する。 

 

事業契約名 契約当事者 

① 基本契約 市：事業者（共同事業体） 
※代表企業を含む構成企業の連署 

② 設計・建設等請負契約 市：事業者（共同事業体） 
※代表企業による署名 

③ 保守管理委託業務契約 市：事業者（共同事業体） 
※代表企業による署名 

 

 

優先交渉権者は、SPC の設立を提案する場合は、会社法に定める株式会社として事業契

約締結までに設立すること。 

 

 

事業者は、事業契約書の定めに基づき契約保証金を納付するものとする。 

 

 

事業者は、事前に市の書面による承諾を得た場合を除き、事業契約上の地位及び権利義

務を譲渡、担保提供その他の方法により処分してはならない。 

 

  

1. 契約手続き 

2. SPC の設立 

3. 契約保証金 

4. 事業者の権利義務等に関する制限 
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基本的な考え方 

本事業における責任分担の考え方は、市及び事業者が適正にリスクを分担することに

より、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、事業者が担当する業務

の責任は、原則として事業者が負うものとする。また、全ての構成企業は、他の構成企

業の債務全てについて制限無く責任を負うものとする。 

ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うこ

ととする。 

 

予想されるリスクと責任分担 

予想されるリスク及び市と事業者の責任分担は、原則として別添 5「基本仮契約書

（案）」、別添 6「設計・建設等請負仮契約書（案）」、別添 7「保守管理委託業務仮契約

書（案）」に定めるとおりとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で提案を行うも

のとする。 

なお、これらの資料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。 

 

 

法制上及び税制上の措置に関する事項 

本事業に関して法制上及び税制上の措置等は行わない。 

 

財政上及び金融上の支援に関する事項 

本事業に関して財政上及び金融上の支援等は行わない。 

 

その他支援に関する事項 

事業実施に必要な許認可等に関して、市は必要に応じて協力を行う。 

 

 

協議方法に関する事項 

事業計画又は事業契約の解釈について、市と事業者の間に疑義が生じた場合には、双

方誠意をもって協議を行うものとする。 

 

管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、岐阜地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とする。 

5. 市と事業者の責任分担 

（1）

（2）

6. 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

（1）

（2）

（3）

7. 事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

（1）

（2）
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具体的事由、当事者間の措置に関する事項 

本事業の確実な履行を確保するため、事業契約書において、想定される事業の継続が

困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切な措置につい

て定める。 

 

契約解除等の方法に関する事項 

本事業の継続が困難となった場合には、その発生事由ごとに事業契約書の規定に従い

次の措置をとることとする。 

 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 事業者の実施する業務内容が要求水準書及び提案内容に基づき契約時に定められる

水準を下回る場合、又はその他事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により

債務不履行若しくはその懸念が生じた場合、市は、事業者に対して是正勧告を行い、

一定期間内に是正策の提出・実施を求めることができることとする。 

イ 事業者が当該期間内に是正をすることができなかったときは、市は、事業契約を解

除することができることとする。 

ウ 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基

づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、市は事業契約を解除するこ

とができることとする。 

エ 上記の規定により市が事業契約を解除した場合、事業者は市に生じる損害を賠償す

るものとする。 

 
 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、

事業者は事業契約を解除することができるものとする。 

イ 上記の規定により事業者が事業契約を解除した場合、市は事業者に生じる損害を賠

償するものとする。 

 

 不可抗力等の事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が

困難となった場合、事業契約書に定めるその事由ごとに、責任の所在による対応方法

に従うものとする。 

イ 事業契約書に定めのない場合は、市と事業者は事業継続の可否について協議を行い、

適切に対応するものとする。  

8. 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

（1）

（2）

①

②

③
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第９ その他 

 

 

市は、債務負担行為の設定に関する議案を令和元年 12 月開催予定の市議会第 4 回定例

会に、事業契約の締結に関する議案を令和 2 年開催の市議会に付議する予定であり、本事

業は、これら議案の可決が実施の条件となる。 

なお、これら議案が否決された場合において、優先交渉権者に損害が生じても、市はそ

の賠償の責めを一切負わない。 

 

 

本事業に関する今後の公表資料等については、基本的に、次の市ホームページにおいて

公表する。 

 

本事業に係る市ホームページアドレス： 

http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/section/section.cfm?code=13#guide 

 

 

本事業の担当部署は、次のとおりである。 

 

美濃加茂市 健康福祉部 こども課 総務係 

〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町 3431 番地 1 

ＴＥＬ：0574-25-2111 （内線 327） 

E-mail：kodomo@city.minokamo.lg.jp 

 

 

1. 議会の議決 

2. 情報の公表 

3. 担当部署 


