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１ はじめに 

姶良市加治木複合新庁舎建設基本設計業務プロポーザル（以下「プロポーザル」と

いう。）実施要領等に基づき、参加資格を有する事業者を公募し、姶良市複合新庁舎

建設設計業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）による公平かつ

厳正な審査の結果、最優秀者及び次順位者を特定しました。 

 

２ プロポーザルの結果 

（1） 参加者 

11者（うち共同企業体５者） 

（2） 二次審査対象者 

５者（うち共同企業体３者） 

（3） 最優秀者 

  株式会社 東条設計（Ｒ者） 

（4） 次順位者 

株式会社 Dai建築DESIGN（Ｓ者） 

 

３ プロポーザルの経過 

令和２年11月８日（日） 第１回選定委員会（実施要領、評価要領等の審議） 

令和２年11月13日（金） プロポーザルの公告 

令和２年11月20日（金） 参加表明手続に関する質問の受付期限 

令和２年11月25日（水） 参加表明手続に関する質問の回答公表 

令和２年11月27日（金） 参加表明書等の提出期限 

令和２年11月30日（月） 参加資格審査 

令和２年12月４日（金） 参加資格審査結果の通知 

令和２年12月７日（月） 基本設計業務委託特記仕様書の配布 

令和２年12月11日（金） 技術提案書等に関する質問の受付期限 

令和２年12月15日（火） 技術提案書等に関する質問の回答公表 

令和３年１月15日（金） 技術提案書等の提出期限 

令和３年１月24日（日） 第２回選定委員会（一次審査） 

令和３年１月25日（月） 一次審査結果の通知 

令和３年１月26日（火） 二次審査説明会 

令和３年１月31日（日） 第３回選定委員会（二次審査） 

公開プレゼンテーション及びヒアリング 

令和３年２月15日（月） 二次審査結果の公表 
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４ 選定委員会 

姶良市複合新庁舎建設設計業務委託事業者選定委員会要綱第３条の規定に基づき、

次の者をもって組織し、審査方法、評価項目及び評価基準の決定、提案内容の審査を

実施しました。 

 

姶良市複合新庁舎建設設計業務委託事業者選定委員会（順不同） 

氏 名 所属・役職等 

二宮  秀與 鹿児島大学大学院学術研究院理工学域工学系建築学専攻 教授 

木方  十根 鹿児島大学大学院学術研究院理工学域工学系建築学専攻 教授 

山尾  和廣 第一工業大学 工学部建築デザイン学科 教授 

石塚  崇史 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部 土木建築課 建築係長 

九万田  昭 姶良市校区コミュニティ協議会連絡会 

三宅  義和 姶良市校区コミュニティ協議会連絡会 

柊 原  美 惠 姶良市複合新庁舎建設検討委員会 

森田 千佳子 姶良市複合新庁舎建設検討委員会 

宮園  正浩 姶良市 総務部長 

 

５ 参加表明書等の提出状況及び実績評価 

令和２年11月27日の提出期限までに11者から参加表明書等の提出がありました。各

者から提出された参加表明書等についてプロポーザル実施要領に基づき確認した結

果、全ての参加者が要件を満たしていたことから、全者に対して技術提案書等の提出

を求めました。 

また、参加表明等の参加者及び担当技術者の実績について姶良市加治木複合新庁舎

建設基本設計業務プロポーザル評価要領（以下「評価要領」という。）に基づく評価

（以下「実績評価」という。）を行いました。この実績評価は技術提案の評価とあわ

せ、一次・二次両審査の評価項目のひとつとして設定しました。 

実績評価に係る評価項目は下表のとおり。 

評価項目 評価の内容 

参加者の評価 同種又は類似の業務実績（規模や業務内容など） 

有資格者などの技術職員数 

配置予定技術者の評価 配置予定技術者の業務実績（規模や業務内容など） 

配置予定技術者の繁忙度 

 

６ 技術提案書等の提出 

令和３年１月15日の提出期限までに、参加を表明した全11者から技術提案書等の提

出がありました。 
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技術提案書等の提案項目は次のとおり。 

評価項目 提案内容等 

業務実施方針 姶良市加治木総合支所庁舎建設基本計画を踏まえ、各課題に対す

る基本的な考え方や、業務に対する取組み体制、設計チームの特

徴、設計上の配慮事項、設計工程を含む事業全体のロードマップ等 

基 本 課 題 １ 市民の安全・安心を確保できる、地域防災拠点としての施設 

基 本 課 題 ２ 環境にやさしく、経済的な施設 

基 本 課 題 ３ ユニバーサルデザインを取り入れた、人にやさしい施設 

基 本 課 題 ４ 市民に親しまれ、まちづくりの拠点となる庁舎 

基 本 課 題 ５ 利便性が高く、市民サービスの向上を実現する施設 

基 本 課 題 ６ 機能性・効率性が高く、市民ニーズ等に柔軟に対応できる施設 

特 定 課 題  まちのにぎわいを創出し、地域の交流拠点としての施設 

 

７ 一次審査 

令和３年１月24日に一次審査となる第２回選定委員会を開催しました。11者の技術

提案書等について審査し、上位５者を二次審査対象者として選定しました。 

一次審査の結果は下表のとおり。 

 

一次審査結果表 

呼称 
一次審査評価（点） 

審査結果 
実績評価 技術提案評価 合 計 

Ｉ者 26.24 352 378.24 選定（二次審査対象） 

Ｊ者 24.30 322 346.30 ― 

Ｋ者 26.32 315 341.32 ― 

Ｌ者 28.02 293 321.02 ― 

Ｍ者 25.80 321 346.80 ― 

Ｎ者 33.35 344 377.35 選定（二次審査対象） 

Ｏ者 22.19 302 324.19 ― 

Ｐ者 38.25 354 392.25 選定（二次審査対象） 

Ｑ者 23.64 308 331.64 ― 

Ｒ者 33.10 380 413.10 選定（二次審査対象） 

Ｓ者 29.90 367 396.90 選定（二次審査対象） 

※呼称は技術提案書の提出順とする。 

※得点は、評価要領によるものとし、実績評価（50点）、技術提案評価（450点：各

委員50点×９人）の計500点とする。 
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８ 二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

令和３年１月31日（日）に加治木総合支所南庁舎２階 多目的ホールにおいて、二

次審査の対象者である５者の二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査）を

公開で実施しました。審査は、プレゼンテーション15分、ヒアリング25分の時間配分

で行いました。 

公開については、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、一部報道関係者等

を除き、姶良市在住の人に限定して傍聴席を設けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 プレゼンテーション及びヒアリング審査の様子 

 

９ 審査結果 

最終審査は非公開とし、プレゼンテーション及びヒアリング審査の採点結果を集計

し、その結果により最優秀者及び次順位者を特定しました。 

二次審査の結果は下表のとおり。 

 

二次審査結果表 

審

査

順 

呼称 

二次審査評価（点） 

審査結果 参加者名称 実績  

評価 

ヒアリング

審査評価 
合 計 

１ Ｎ者 33.35 326 359.35 ― ― 

２ Ｉ者 26.24 317 343.24 ― ― 

３ Ｒ者 33.10 385 418.10 最優秀者 株式会社 東条設計 

４ Ｐ者 38.25 317 355.25 ― ― 

５ Ｓ者 29.90 339 368.90 次順位者 株式会社Dai建築DESIGN 

 ※審査順は、二次審査説明会において抽選のうえ決定。 

 ※得点は、評価要領によるものとし、実績評価（50点）、ヒアリング審査評価（450

点：各委員50点×９人）の計500点とする。 
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10 審査講評 

(１) 総評 

  プロポーザルは、姶良市加治木総合支所庁舎建設基本計画を踏まえた提案を問うも

ので、基本計画でまとめられた要求項目をどのように建築計画に落とし込んでいるか

が審査の対象となりました。 

今回、11 者から技術提案がありましたが、いずれの提案も、短いスケジュールに

もかかわらず、各課題に対応する提案を盛り込んだ意欲的なものでした。技術力を結

集し、提案に取り組んで頂いた参加者各位の熱意と努力に深く敬意を表します。 

技術提案書では、業務実施方針、基本課題1～6、特定課題に対して各者の提案を

求めましたが、基本課題については概ね基本計画に沿った内容の提案でした。特定

課題は最も重視した課題で、加治木のまちの成り立ちや敷地に対する各者の理解度

や構想力が、技術提案書に明確に現れました。 

一次審査では各者の技術提案を課題毎に確認し、評価できる点や疑問と思われる

点を意見交換しました。広い敷地に対する建物配置と駐車場の関係、浸水対策の盛土

の考え方、軟弱地盤を想定した構造計画、多目的ホールの配置と騒音対策および通風、

既存の旧保健センターの活用方法、消防車庫の位置と車両の動線、行政部分へのアク

セス、防災拠点としての提案、トイレの位置などについて多くの意見が出されました。

特に多目的ホールは、スポーツ施設として多くの利用が想定されることから、広さや

人の動線、騒音や空調に対する考え方を細かく確認しました。多目的室や図書館など

施設の使い易さや、特定課題である「まちのにぎわい」をイメージできるかどうかも

評価の対象になったと思います。一次審査では 4者程度を選定する予定でしたが、優

れた提案が多かったことから 5 者にプレゼンテーションをお願いすることにしまし

た。 

二次審査は 15 分のプレゼンテーションと 25 分のヒアリングで実施しました。時

間が限られていることから、事前に質問事項を挙げてもらい、テーマ毎に質問を集約

して提案内容を確認しました。質問が多く寄せられたのは、敷地のランドスケープデ

ザイン、建物と駐車場の配置計画と盛土計画、軟弱地盤対策と構造計画、多目的ホー

ルの面積と想定されているスポーツ、多目的ホールの換気・遮光・遮音対策、朝日や

西日対策 、庁舎の維持管理についてでした。 

選定委員会には市民の立場で審査に参加された委員もおられましたが、皆さん技

術提案書を丁寧に読まれて、専門用語も詳しく調べて審査に臨まれていました。審査

会での意見として、技術提案書の構成や表現が分かりにくいというものがありまし

た。市民の方にもわかりやすい表現で、イメージしやすい技術提案書になっているか

どうかも、各者の技術力を表しているように感じました。 
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(２) 個別講評 

Ｒ者（最優秀者：株式会社 東条設計） 

本案は、業務実施方針と基本課題および特定課題において、バランス良く高評価

を得た提案であり、その結果として最優秀者として特定された案です。なかでも高

い評価を得たのは、建物配置とシンプルで明快なゾーニングです。東側道路からの

アクセスの良さや駐車場から建物への動線が分かりやすく、利用者に優しいこと

がイメージできました。また郷中ホールを介して、多目的ホール、図書館、行政部

門が適度な距離を持たせて配置されており、多目的ホールの騒音に対する配慮や

利用者の動線が交差しないことが評価されました。多目的ホールは 3 方位に開放

できる平面計画となっており、通風や採光面でも優れていました。建物は端山通り

からの視認性が高く、外観もシンプルにまとめられています。また網掛川公園から

連続するランドスケープも評価する意見が多かったです。環境対策に関しても、

ZEB ready認証を受けた建物の設計実績があり、高い技術力を有していることが評

価されました。 

なおプレゼンテーションからヒアリングまで、明快で信頼感の感じられる対応

は本業務に関する高い意欲が感じられました。 

 

Ｓ者（次順位者：株式会社 Dai建築 DESIGN） 

本案は、業務実施方針と基本課題および特定課題において、バランス良く高評価

を得た提案です。平屋建ての提案で、圧迫感のない軽快な外観が評価されました。

保健センター内の親子広場やそれに隣接するちびっこどうぶつ広場はよく考えら

れた提案でした。また多目的ホールを盛土した周辺地盤より 1m下げてアプローチ

から中の様子を見渡すことができるアイデアも面白いとの評価がありました。他

者には無い提案として、延床面積を 70㎡以上削減した点が挙げられます。これは

維持管理やランニングコスト面で大きなメリットがあり、優れた提案として評価

されました。一方で、行政部門の待合スペースのように他の機能と効率的に連携し

ていないところや、多目的ホールの通風などが課題として指摘されました。 

なおプレゼンテーションでの分かりやすい説明とヒアリングでの明快な回答は、

設計者の技術力の高さと本業務に関する深い考察が感じられました。 

 

令和３年２月15日  

姶良市複合新庁舎建設設計業務委託事業者選定委員会  

委員長 二宮 秀與  


