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京都府宇治警察署新築工事基本・実施設計業務に係る

公募型プロポーザル募集要領

１ 事業の趣旨・目的

京都府宇治警察署は、昭和43年２月に宇治市の全域、久世郡久御山町の大部分並び

に京都市伏見区及び八幡市の一部を管轄する警察署として現在の地に竣工し、現在は、

宇治市と久世郡久御山町の全域を管轄する警察署となっている。

竣工以降、管轄区域は宅地造成や工場誘致が盛んに行われ、これに比例して人口も

急増し、署員数が当時から２倍程度に増加したことから、現在は署員一人あたりの面

積が府下で最も狭く、駐車場も慢性的に不足しており、来庁者の対応スペースも確保

できず、府民サービス面や勤務環境面においても良好とは言えない状況となっている。

また、災害発生時において拠点となる警察施設であるものの、耐震診断をした結果、

本館は基準値であるIs値0.6を大きく下回り、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又

は崩壊する危険性が高い施設であり、また、別館についても地震の震動及び衝撃に対

して倒壊し、又は崩壊する危険性がある施設であることから、これらの施設課題を早

急に解決する必要がある。

現在地は、他の行政機関とも近く、主要幹線道路沿いにあって、駅からのアクセス

もよく、現地以上の適地は他にないことなどから、これまでの検討を踏まえて、警察

機能や府民の利便性を維持しながら現地にて建替整備を行う方針を定め、平成31年度

に基本構想を策定したところである。

本プロポーザルは、狭小な敷地において、現在の機能を維持しながら機能的な庁舎

への建替整備を行うこの難題に対して、豊かな発想力と確かな技術力をもって、幅広

く新たな提案を求め、基本・実施設計の業務を遂行できる設計者を選定し、府民の安

全安心を守る拠点としてふさわしい機能を備えた宇治警察署の新築工事とすることを

目的とするものである。

２ 業務概要

(1) 業務名

京都府宇治警察署新築工事基本・実施設計業務

(2) 業務内容

別紙「建築設計業務委託特記仕様書」「業務概要書」のとおり

(3) 契約期間

契約締結日から令和４年３月18日まで

(4) 委託上限額

297,665,500円（消費税及び地方消費税10％を含む。）

３ 参加資格

この業務に参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たす単体企業であること。

(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こと。

(2) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあ

っては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成14年法律第154号）に

基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない
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者でないこと。

(3) 府税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。

(4) 技術提案募集に係る公告の日から委託候補者特定の日までの期間に、京都府の指

名競争入札において指名停止措置を受けていないこと。

(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。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しない

ほか、次に掲げる者に該当しないこと。

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが

暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団の利用等をしている者

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて技術提案に参加しようとす

る者

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす

おそれのある団体に属する者に該当しないこと。

(7) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定による一級建築士事務所の登録を

していること。

(8) この業務の公示時点において、直接的かつ恒常的な雇用関係にある一級建築士が

５名以上所属していること。

(9) 管理技術者及び意匠担当主任技術者は、この業務の公示時点において、技術提案

に参加する者と直接的かつ３箇月以上の恒常的な雇用関係にあること。また、管理

技術者は、一級建築士の資格を取得後、10年以上の実務経験があること。

(10）国、地方公共団体、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、地方公

社、地方独立行政法人、公立大学法人又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（平成12年法律第127号）第２条第１項に規定する法人が発注する委託

で、平成17年度以降に完工した、延床面積が3,000平方メートル以上の建築物の新築

又は増築部分の床面積が3,000平方メートル以上の建築物の増築に係る基本又は実施

設計業務の実績を有する者であること。

４ 参加手続

(1) 担当部署及び問合せ先

〒602-8550 京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町

京都府警察本部総務部会計課

電話番号 075-451-9111

ファクシミリ番号 075-441-8588

電子メール kpp-kaikei@pref.kyoto.lg.jp
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(2) 募集要領等の配布

ア 配布期間

令和２年５月12日（火）から令和２年６月30日（火）まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の午前９時から午後５時まで

イ 配布場所及び受付場所

(1)の担当部署で配布するほか、京都府警察ホームページ「入札・プロポーザル

のお知らせ」(http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/kaikei_k/nyusatsu/index.

html）(以下「ホームページ」という。)からダウンロードすることができる。

なお、「宇治警察署建設に係る基本構想再検討業務基本計画説明書」の居室名

等表示の資料については、参加表明者に対し、(1)の担当部署において配布すると

ともに、後日回収するものとする。

(3) 参加表明書の提出期限等

ア 提出期限

令和２年５月29日（金）正午

提出期限後に到着した応募書類は、無効とする。

イ 提出場所

(1)に同じ。

ウ 提出方法

持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は郵送（書留郵便に限る。）

エ 提出書類

別紙「参加表明書及び技術提案書作成要領」（以下「作成要領」という。）参照

オ 参加表明書に関する質疑・回答

(ｱ) 受付期間

令和２年５月12日（火）から令和２年５月18日（月）正午まで

(ｲ) 質疑方法

質疑書（様式２）に必要事項を記入の上、持参のほか、郵送、ファクシミリ

又は電子メールにより(1)の担当部署に提出すること。

(ｳ) 回答日時

令和２年５月25日（月）

(ｴ) 回答方法

質問への回答はホームページに提示し、個別には回答しない。

(4) 技術提案書の提出要請

(3)のエの提出書類をもとに、「京都府宇治警察署新築工事基本・実施設計業務に

係る公募型プロポーザル方式評価基準」（以下、「評価基準」という。）に基づき、

京都府宇治警察署新築工事基本・実施設計業務に係る公募型プロポーザル方式選定

会議（以下、「選定会議」という。）において、技術提案書の提出を求める者として

評価点上位の５者程度を選定し、技術提案書提出要請書を送付する。

(5) 技術提案書の提出期限等

ア 提出期限

令和２年６月30日（火）正午



- 4 -

提出期限後に到着した応募書類は、無効とする。

イ 提出場所

別途通知する。

ウ 提出方法

(3)のウに同じ。

エ 提出書類

別紙「作成要領」参照

オ 技術提案書に関する質疑・回答

(ｱ) 受付期間

技術提案書提出要請後から令和２年６月12日（金）正午まで

(ｲ) 質疑方法

質疑書（様式２）に必要事項を記入の上、持参のほか、郵送、ファクシミリ

又は電子メールにより上記イに提出すること。

(ｳ) 回答日時

令和２年６月19日（金）

(ｴ) 回答方法

(3)のオの(ｴ)に同じ。

５ 評価方法等

(1) 評価基準

別紙「評価基準」のとおり

(2) プレゼンテーション及びヒアリングの実施

技術提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。

なお、日時、場所については、技術提案書提出要請と併せて通知する。

(3) 評価方法

参加表明書及び技術提案書について（技術提案書についてはプレゼンテーション

及びヒアリングを実施）、評価基準に基づき、外部有識者の意見（採点等）を聴取

した上で評価する。

【外部有識者】（五十音順、敬称略）

平尾 和洋 立命館大学教授

金多 隆 京都大学教授

奥田 朱美 宇治警察署協議会委員

(4) 候補者の選定方法

ア 失格者を除いた者のうち、外部有識者の意見（採点等）を聴取した上で、参加

表明書及び技術提案書の総合点が最も高い者を、選定会議において契約の相手方

の候補者として選定する。

イ 最高点の者が複数の場合は、委託業務参考見積価格の金額が最も安価な者を契

約の相手方の候補者として選定する。

なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で委

託業務参考見積価格を再作成し、再提出された委託業務参考見積価格の金額が最

も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。
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ウ ア及びイにかかわらず、総合点が60点未満の場合は、候補者として選定しない。

(5) その他

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合

イ 募集要領に示した技術提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合

ウ 委託業務参考見積価格の金額が、２の(4)の委託上限額を超える場合

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合

オ 評価に係る外部有識者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合

６ 選定結果の通知及び公表

技術提案書の提出を求める者の選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知

する。また、候補者選定後、技術提案者全員に選定又は非選定の結果を通知する。ま

た、候補者選定結果通知日の翌日(その日が府の休日の場合は、その日以降で直近の府

の休日でない日)に次の項目についてホームページにおいて公表するとともに、担当課

において閲覧に供するものとする。

(1) 候補者の名称、総合点及び選定理由

(2) (1)以外の参加者の名称及び総合点

(1)以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数順で表記する。

参加者が２者の場合、次点者の得点は公表しない。

(3) 外部有識者の所属及び役職名並びに氏名

なお、技術提案書の提出を求める者として選定されなかった者及び技術提案書を

提出した者のうち委託候補者として選定されなかった者が、当該通知日の翌日から

起算して５日以内に、書面（様式任意）により４の(1)の担当部署に対して、非選定

理由に係る説明を請求することができるものとする。

７ 契約手続

(1) 契約交渉の相手方に選定された者と京都府との間で、委託内容、経費等について

再度調整を行った上で協議が調った場合、委託契約を締結する。

(2) 受託者は、契約金額の100分の10の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければ

ならない。ただし、京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号）第159条第２項各

号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

(3) 契約代金の支払いについては、精算払のほか、保証会社の保証を条件として業務

着手後に契約金額の３割以内の額を前払金として請求することができる。

(4) 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を

記載した辞退届を提出すること。

なお、この場合、次順位者を候補者とする。

８ 留意事項

(1) 参加及び辞退に係る取扱い

ア 参加表明書及び技術提案書については、１者につき１提案に限る。

イ 参加表明書の提出後に辞退する場合は、具体的な理由を付して書面により届け

出るものとする（様式任意）。
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(2) 提出された書類に係る取扱い

ア 提出された書類は、このプロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以

外の目的では使用しない。ただし、情報公開請求があった場合は、京都府情報公

開条例（平成13年京都府条例第１号）に基づき取り扱うこととする。

イ 提出された書類は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことが

ある。

ウ 提出された書類は、返却しない。

エ 技術提案書等の著作権は、提案者に帰属するが、公表等の使用については、提

案者は承諾するものとする。

オ 技術提案書等に含まれる著作権、特許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ものを使用した結果生じた責任は、提案者が負

う。

カ 提出した書類の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、京都府か

ら指示があった場合を除く。

キ 書類を提出した後、京都府が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めるこ

とがある。

(3) その他

ア 提出書類の作成及び提出、ヒアリング、プレゼンテーション等に要する経費は、

提案者の負担とする。

イ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時

及び計量法（平成４年法律第51号）に定める単位とする。

ウ 参加者が１者の場合は、本プロポーザル手続を中止することがある。

エ 業務及び業務に直接関係する他の設計業務等の受託者及びその関連企業（会社

法（平成17年法律第86号）第２条に規定する親会社と子会社の関係にある者及び

親会社を同じくする子会社同士にある者又は一方の会社の役員が他方の会社役員

をかねている者）は、今後発注する予定の京都府宇治警察署新築工事の受注者と

なることはできない。

オ 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、４の(5)の技術提案書の提出期限に

ついて日時等の変更を行う場合は、技術提案書の提出を求める者に対して、４の(1)

の担当部署から通知を行う。

９ Summary

(1) Main content of contract:

Basic and practical design for construction of the building and facilitie

s of the Kyoto Prefectural Uji Police Station

(2) Deadline for submission of application documents for participation:

12:00 p.m. on Friday, May 29th, 2020

Submit to:Accounting Division, Administrative Department,

Kyoto Prefectural Police Headquarters

Address: Yabunouchi-cho, Shimodachiuri-dori Kamanza Higashi-ir
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u, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8570 Japan

(3) Deadline for submission of documents related to technical proposal:

12:00 p.m. on Tuesday, June 30th, 2020

Submit to:Accounting Division, Administrative Department,

Kyoto Prefectural Police Headquarters

The address will be advised separately in due course.

(4) For further information, please contact:

Accounting Division, Administrative Department, Kyoto Prefectural Police He

adquarters

Address: Yabunouchi-cho, Shimodachiuri-dori Kamanza Higashi-iru, Kamigyo-k

u,Kyoto 602-8550 Japan

TEL: (075)451-9111

FAX: (075)441-8588

Email: kpp-kaikei@pref.kyoto.lg.jp


