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工学院大学八王子キャンパス総合教育棟設計プロポーザル実施要領 

 

Ⅰ 一般事項 

１．目的 

１９６３年に建設された工学院大学八王子キャンパスは、主として第 1部の 1・2年次の学生

が学生生活を過ごすキャンパスであり、自然に囲まれた静かな環境の中にあります。約 23 万

m2 におよぶ広大なキャンパスには、教室棟・研究棟・事務棟をはじめ、野球場・サッカーグラ

ウンド・テニスコートなどのスポーツ施設と、総合研究所「アドバンスト マテリアルス セン

ター」や「TECC（テクノクリエーションセンター）」、「セミナーハウス松風舎」「スチューデン

ト・センター」などの施設が整備されています。一方、八王子キャンバス整備の初期に建設さ

れた 1 号館及び 2 号館は老朽化し、耐震、機能、維持管理の点からも問題が多く、多様化する

教育・研究及び学生サービスのニーズに十分に応えられない状況であります。 

こうした背景から、学校法人工学院大学は、創立 125 周年記念事業の一つとして、八王子キ

ャンパスに総合教育棟を建設することとしました。大学事務機能、学生サービス機能及び教育・

研究機能を集約した八王子キャンパスの主要施設としてこれを設け、周辺も整備し、先に建設

したスチューデント・センターと併せて八王子キャンパスの核となるセンター・ゾーンの形成

を目指しています。 

本計画の遂行には、施設内容、空間構成、デザインなどとともに、八王子キャンパス全体の

教育環境づくりあるいは、施設の管理運営なども含めて、多面的な検討が必要です。また、大

学の理事者、教職員、学生と一体となって施設の計画案を練り上げていく、優れた建築家をパ

ートナーとして選ぶことが極めて重要であるととらえています。 

そこで、幅広い知見をもって様々な意見をとりまとめ、優れたアイデアをもって本施設のあ

り方を問い、卓越した技術、不尽の情熱をもって計画づくりの業務を担える建築家を選考する

ために設計プロポーザルを実施することと致しました。 

 

２．選考の方式 

    指名型設計プロポーザル方式 

 

３．業務概要 

(1) 委託業務名：工学院大学八王子キャンパス総合教育棟建設工事設計業務委託 

(2) 発注者 学校法人 工学院大学理事長 大橋秀雄 

 

４．事業計画概要  

「工学院大学八王子キャンパス総合教育棟建設工事事業計画の概要」の通り 

 

５．参加資格 

参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たす工学院大学校友会会員、工学院大学専任及び非常

勤教員、そして選定委員会推薦のプロポーザル提出要請者とします。 

（１） 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第２条に規定する一級建築士の資格を有する者。 

（２） 本業務委託契約時までに、応募者が所属あるいは代表する法人が建築士法第 23条に規定する一
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級建築士事務所登録をしていること。 

（３） 延床面積 3,000 ㎡以上の建築物（住宅、共同住宅、工場、倉庫、自動車車庫は除く）の建築設

計の責任者（※）として実績を有する者。 

（４） 本計画の完了まで、本プロジェクトの基本計画、設計及び設計監理業務に対する最高責任者（総

括責任者）として従事できる者。 

※ 「責任者」とはプロジェクトにおける「設計総括責任者」、「意匠主任担当者」又はこれと同

等と認められるものとします。 

（５） 参加は、同一組織からは 1 者とします。所属事務所が、建設会社と資本において関連がある場

合は応募できません。連名による応募は不可とします。（総括責任者は 1 人とします。）  

応募の際、協力事務所を加えることは可としますが、その協力事務所は、自らの事務所に属す

る応募者の所属事務所となることはできません。なお、建築意匠分野における協力事務所は、

複数の応募者の協力事務所となることができません。  

応募者の所属する所属事務所が、共同企業体を構成することは可としますが、その場合、当該

共同企業体が所属事務所となります。また、共同企業体の各構成員は、さらに他の応募共同企

業体の構成員となることや、単独で自らの事務所に属する応募者の所属事務所となることはで

きません。なお、共同企業体を構成する場合は協定書の副本を添付してください。   

（６） 本学の専任教員においては、本業務を受託したとき、本業の教育研究に支障が発生しない体制

を作れること。 

（７） 次に掲げる者は、前項の有資格者であっても、本プロポーザルに参加することはできません。

また、参加者は次に掲げるものから直接又は間接に支援を受けることはできません。 

 a. 選定委員会委員及びその家族。 

 b. 選定委員会委員及びその家族が主宰、役員、顧問をしている営利組織に所属する者。 

 

６．事務局 

 〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2 

 学校法人工学院大学 施設部施設管理課（担当：柴田卓次） 

    電話：03-3340-0123 

    FAX:  03-3345-0228   

    E メール： takuji_shibata@sc.kogakuin.ac.jp   

 

７．選考の手順 

 本プロポーザルは、設計者選定委員会による設計プロポーザル提出要請者の選定を経て、第１次か

ら第２次までの２段階の選考を行います。 

（１）プロポーザル（技術提案書）提出要請者の決定 

１）設計者選定委員会委員の推薦 

・ 設計者選定委員会各委員は、それぞれ 10 社を上限とし、本施設の設計者に相応しいと考

えられる設計者を推薦する。 

・ 推薦された設計者に対して以下の書類の提出を求める。 

ａ．総括責任者の実績等（別紙様式１） 

ｂ．本事業に携わる取り組み体制（別紙様式２） 
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c. 本提案に参考となる設計実績（別紙様式３）   

 d. 一級建築士資格証明書の写し（添付のこと） 

e. 所属事務所の一級建築士事務所登録書の写し（添付のこと） 

・ 設計者選定委員会は、提出書類に基づき、推薦を受けた設計者の中から 30 社を上限にプ

ロポーザル提出要請者を選定し、第一次提案書の作成を依頼する。 

２）本学校友会会員と本学専任及び非常勤教員所属事務所の公募 

・ プロポーザルへの参加条件を満たす本学校友会会員と本学専任及び非常勤教員所属事務

所を対象にプロポーザルへの参加希望の公募及び登録を行う。登録に当たって、以下の書

類の提出を求める。 

a. 総括責任者の実績等（別紙様式１） 

b. 本事業に携わる取り組み体制（別紙様式２） 

c. 本提案に参考となる設計実績（別紙様式３）   

d. 一級建築士資格証明書の写し（添付のこと） 

e. 所属事務所の一級建築士事務所登録書の写し（添付のこと） 

・ 設計者選定委員会は、提出書類に基づき登録者の資格条件を確認したうえ、プロポーザル

提出要請者を確定し、第一次提案書の作成を依頼する。 

 

 （２）第一次審査 

第一次審査は、第一次提案書により審査を行い、第二次審査で公開プレゼンテーションを求

める 6～8者程度（最大 10者）を選考します。 

 

（３）第二次審査 

第二次審査は、第一次審査を通過したものについて、選定委員会が公開プレゼンテーション

を実施し、最優秀者、優秀者各１名を特定します。 

 

８．プロポーザル提出要請者の選定基準及びプロポーザルの特定基準 

 （１）プロポーザル提出要請者の選定基準 

① 設計者の資格・経験、業務実績等 

② 設計者の能力、受賞実績等 

③ 設計者の業務実施体制 

 

 （２）プロポーザルの特定基準 

① 業務の理解度 

② 技術提案の的確性、独創性、実現性 

③ 取り組み意欲 

④ 実施方針の妥当性 

 

９．プロポーザル実施スケジュール 

   スケジュールは次のとおりです。 

① 本学校友会会員及び本学教員所属事務所の公募   平成 21年 10月 16日 
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② 第 1次設計プロポーザル提出要請者の選定     平成 21年 10 月下旬 

③ 第 1次設計プロポーザル技術提案書作成依頼発送  平成 21年 10 月下旬 

④ 第１次選定にかかる質疑受付期限         平成 21年 10 月下旬〜11月上旬 

⑤ 第１次選定質疑回答書の発表時期         平成 21年 11 月上旬 

⑥ 第１次選定提出図書の受付期限          平成 21年 11 月下旬 

⑦ 第１次選定委員会                平成 21年 12 月上旬 

⑧ 第１次選定の結果を各社に発送          平成 21年 12月上旬 

⑨ 第２次選定委員会（ヒアリング）       平成 21年 12月中旬〜下旬 

⑩ 審査結果を発送、公表            平成 21年 12月中旬〜下旬 

  ※現地説明会は実施しませんので、各自でご見学ください。 

 

１０．選定委員会 

選考は、下記の委員７名で構成される八王子キャンパス総合教育棟設計者選定委員会が行います。 

   委員長 大野秀敏（東京大学教授、建築家） 

   委員 富永 譲（法政大学教授、建築家） 

   委員 工藤和美（東洋大学教授、建築家） 

   委員 小野田泰明（東北大学教授、建築家） 

   委員 吉田倬郎（工学院大学教授、常務理事） 

   委員 長澤 泰（工学院大学教授、副学長） 

   委員 倉田直道（工学院大学教授、キャンパス計画アドバイザー） 

    

Ⅱ 公募及び登録 

１．提出書類 

① 登録受付期間：平成 21年 10月 16日（金）午後 5時（必着） 

プロポーザル参加希望者は、下記の書類を提出するとともに、参加登録を行って下さい。 

a. 総括責任者の実績等（別紙様式１） 

b. 本事業に携わる取り組み体制（別紙様式２） 

c. 本提案に参考となる設計実績（別紙様式３）   

d. 一級建築士資格証明書の写し（添付のこと） 

e. 所属事務所の一級建築士事務所登録書の写し（添付のこと） 

提出図書は郵便、宅配便を利用し送付してください。 

封書の表には必ず「総合教育棟参加登録」と朱書きにより明記してください。 

また、10月 16日（金）午前９時～午後５時のみ、新宿キャンパス 13階施設部施設管理課

で持参受付を行います。 

    ② 作成要領 

  ・提出部数 様式１〜３書類 各 12部、一級建築士資格証明書 1部、所属事務所の一級建築

士事務所登録書の写し１部 

③ 提出書類の受領確認 

事務局は提出書類を受領次第、持参の場合はその場で、提出書類受領書を交付します。提

出書類を送付する場合は、官製はがき表面に住所、氏名、郵便番号を明記し、同封してくだ
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さい。提出書類受領書を貼付のうえ送付いたします。 

２．確定方法 

 設計者選定委員会は、提出書類に基づき登録者の資格条件を確認したうえ、プロポーザル

提出要請者を確定する。 

 

Ⅲ 第一次審査 

１．質疑応答 

 (1) 質疑の受付  ： 事務局宛Ｅﾒｰﾙ及び書面（郵便または宅配便）にてお送り下さい。封書 

の表には必ず「総合教育棟第 1次質疑書」 

と朱書きにより明記してください。 

 (2) 質疑受付期限 ： 平成 21年 10月下旬〜11月上旬 

 (3) 質疑回答   ： 平成 21年 11月上旬 書面にて発送 

２．提出図書 

(1) 提出図書  

① 第一次技術提案書 

・ A１用紙１枚（横使い、片面）にて下記の項目に関する提案内容を踏まえ、施設の設計理

念、方針などを文章及びそれを補足する図面、イラストで表現してください。 

a. 周辺環境を含む空間のイメージの提案 

b. 導入機能の構成と機能相互の関係性、及びゾーニングと動線計画 

c. 経済性、環境面を配慮した施設デザインの考え方 

d. その他、今回の施設で特に強調したい提案 

・ 提案書には登録番号を右下に記載し、それ以外には、名前など応募者を特定できるような

記載をしないでください。  

・ 色彩の使用及び縮尺は自由とします。 

・ 陽画焼（カラーコピー可）でパネル化（枠などを用いず、発泡ポリスチレンなどの軽量な

材質で厚さ５ｍｍ程度）してください。 

・ 図案の種類の指定はありませんが、詳細な表現は避けてください。 

・ 記述内容の文字などは小さすぎないよう（12pt以上）配慮してください。 

② 第一次提案書の電子データ 

・ CD-R：1 部（ホームページ等で公開を予定しているので、第一次提案書と同様のものをPDF 

ファイル化すること。 

(2) 作成要領 

① 提出部数 

   第一次技術提案書 A1版２部、左記の A3縮小版 12部（パネル化は不要） 

 

 ② 使用する言語、通貨及び単位 

日本語、日本国通貨、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

します。 

 

(3) 提出図書の提出方法 
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① 提出受付期限 

平成 21年 11月下旬 

持参受付は午前 10時から午後５時までとします。 

 

②  提出方法 

・ 提案者は提出図書を送付もしくは事務局まで持参ください。 

・ 送付する場合には、郵便、宅配便を利用し、締切日午後５時、事務局必着とします。また、

封書の表には必ず「総合教育棟プロポーザル第１次提出図書」と朱書きにより明記してく

ださい。 

 

③ 提出図書の受領確認 

事務局は提出図書を受領次第、持参の場合はその場で、提出図書受領書を交付します。提

出図書を送付する場合は、官製はがき表面に住所、氏名、郵便番号を明記し、同封してくだ

さい。提出図書受領書を貼付のうえ送付いたします。 

 

３．選考方法 

第一次技術提案書と経歴書などに基づき選定委員会が審査を行い、提案者から第二次審査で公

開プレゼンテーションを求める 6～8（最大 10 者）者程度を選考します。 

 

４．選考結果の発表 

第一次審査の選考結果はホームページにて公表し、第二次審査に進む応募者のみに通知します。

選考結果に関する電話などによる問合わせ、異議申立ては一切受付けません。 

 

Ⅳ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

１． プレゼンテーション・ヒアリングについて 

（１） 提案者による提案書の説明と選定委員会による質疑応答で行います。 

（２） 参加者は提案者（総括責任者）を含め３名までとします。 

（３） 公平性を保つため、参加者は各自の順番になるまで控え室にてお待ち下さい。 

    当日は控室に直接お越し下さい。 

（４） ヒアリング順はあらかじめ通知します。 

（５） 第二次審査の実施時間、会場は次のとおりです。 

    日時：平成 21年 12月中旬〜下旬 13時～18時 

    会場：工学院大学 新宿校舎 ３階アーバンテック・ホール 

２．選考方法 

第一次審査おける提出図書、及びヒアリングに基づき選定委員会において審査のうえ、最優秀

者及び優秀者を選考します。第 1次、第 2次とも審査は非公開します。 

３．選定結果の発表 

第二次審査の選考結果については、ヒアリング会場にて発表するものとします。 

なお、審査経過及び選定結果については、後日、ホームページにより公表します。 
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Ⅴ その他  

１．失 格 

次の各号のいずれかに該当するものは、失格とします。 

① 提出図書に虚偽の記載があるもの。 

② 応募資格がなく提出図書を提出したもの。 

③ 提出図書の作成要領及び提出方法、提出期限を守らないもの。 

④ 選定委員会委員又は関係者と本計画に関する接触をもとめたもの。 

⑤ 他者の提出図書を盗用した疑いがあると選定委員会が認めた場合。 

⑥ その他、選定委員会が不適格と認めた場合。 

 

２．提出図書の取扱い 

① 提出図書は返却いたしません。 

② 提出図書の著作権は提案者に帰属します。 

③ 大学は、本選考の公表や出版、展示などに提案書を使用できるものとします。 

④ 選定後、大学は提案書の内容に拘束されないものとします。 

 

３．報奨金 

  第１次審査通過者には、提案書作成の報奨金として 1者 10万円を支払います。 

 

４．事業への参画など 

① プロポーザルで最優秀に選定された者（以下、「設計担当者」という。）は本事業の建設

基本計画策定に参画いただきます。 

② 大学は設計担当者の所属あるいは代表する法人と基本設計、実施設計、工事監理業務委託の

契約交渉を行うものとします。 

③ 前項業務委託にあたり、委託料の算定は大学が定める算定方式に基づき算定した算定方式に

基づき算出した金額以内とします。 

④ 第２項に規定する業務を受託した法人は、本施設にかかるすべての工事の入札に参加する資

格を失うものとします。 

 

Ⅵ 計画条件 

「工学院大学八王子キャンパス総合教育棟建設工事事業計画の概要」の通り 

  

                                    以 上 


