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オウノヤマコンペ 2015設計競技応募要項

１．一般事項

(1) 目的

沖縄県では、県内の若手建築士の育成及び建築技術の向上と発展を図ることを目的

として、平成２３年度より若手建築士（予定者を含む）を対象とした設計競技を行っ

ています。

第４回目となる今回の設計競技では、施設の利用形態や建設予定箇所等を提示し、

若手らしい自由な提案を求めることとしています。

(2) 概要

奥武山公園は、健康増進を目的として多くの方が来園し利用していますが、より多

くの方に利用して頂けるよう、本公園を拠点とする市民団体のガーデンクラブの設立

等、市民協働の公園づくりを進めています。

今後、市民協働の公園づくりをさらに進めていくためにも、市民交流の活動拠点が

必要であると考えます。

そこで、市民が集い、ともに学び、実践する。そして、成果を発表し、評価しあえ

る。そんな場所を公園の一角に整備することとします。

これにより、本公園の新たな魅力が加わり、より一層満足度の高い公園となること

が期待されます。

今回の設計競技では、このように奥武山公園にふさわしいコミュニティーセンター

のご提案をお願いします。

(3) 対象建物

奥武山公園内のコミュニティーセンター

(4) 設計競技の主催者等

ア 主 催：沖縄県

イ 後 援：・一般社団法人沖縄県建築士事務所協会

・公益社団法人沖縄県建築士会

・一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会

・公益社団法人日本建築家協会沖縄支部
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(5) 日程

区 分

応募要項・申込様式等配布 平成 27年８月３日(月）～

応募登録申し込み受付期間 平成 27年８月３日(月)～平成 27年８月 21日（金）

※郵送の場合は最終日消印有効。

質疑受付期間 平成 27年８月３日(月）～平成 27年８月 20日(木）

質疑に対する回答 回答はオウノヤマコンペ 2015ホームページにて随時掲

載します。

応募作品受付期間 平成 27年８月 24日(月)～平成 27年９月 25日（金）

※郵送の場合は最終日消印有効。

１次審査結果発表 平成 27年 10月上旬（予定）

※オウノヤマコンペ 2015ホームページで結果発表する

とともに、入選者には直接連絡します。

最終審査（公開審査） 平成 27年 10月下旬（予定）

及び結果発表 会場：未定

(6) 応募条件

ア 応募資格

(ｱ) 応募者に関する資格

a 応募者（連名の場合、連名者すべて）が平成 27 年 8 月 3 日に満 40 才未満であ

ること。

ｂ 応募者（連名の場合、連名者すべて）が次の(ａ)、(ｂ)いずれかの要件を満た

すこと。

(ａ) 沖縄県内に住所を有していること。

(ｂ) 沖縄県内に本籍地があること。

c 応募者（連名の場合、連名の代表者）は、一級建築士又は二級建築士の資格取

得者であること。

d 応募者（連名の場合、連名の代表者）は、1-(6)-ア-(ｲ)に掲げる要件を満たす法

人等に所属していること。

(ｲ) 応募者（連名の場合、連名の代表者）が所属する法人等に関する要件

a 応募者が所属する法人等が、次の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）全ての要件を満たすこと。

(ａ) 沖縄県内に主たる営業所があること。

(ｂ) 沖縄県土木建築部における、平成 27・28年度測量及び建設コンサルタン

ト等業務入札参加資格登録業者名簿に建築関係コンサルタントとして、

登録が有効であること。

(ｃ) １名以上の一級建築士を有すること。
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ｂ 参加表明書等の提出期限最終日から特定日までの期間において、沖縄県の工事

等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。

ｃ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものと

して、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続して

いる者でないこと。

イ 応募に対する制限

応募者は、１件のみ応募することができる。なお、応募１件につき、提案は１つ

までとする。

(7) コンペの形式等

ア 本設計競技の選考は、デザイン、アイデア、実現性等を含め総合的な視点から、

「オウノヤマコンペ 2015 設計競技選考委員会」（以下、委員会という。）が審査を

行い、金賞 1点、銀賞 1点、銅賞数点を決定します。

イ 2段階選抜方式とします。

ウ 1次審査では匿名非公開で提案書を審査し、入選案を選抜します。

エ 最終審査は公開審査を行い、応募者のプレゼンテーションと委員会による質疑応

答により、提案の内容を審査します。

オ 各賞とも募集作品に優れた作品が無いと判断した場合は、該当作品無しとします。

カ 金賞の設計者又は所属事務所は、県と設計業務の委託契約を行い、審査で提案さ

れたコンセプト等は活かしながら、施設管理者等の意見を踏まえ、より魅力的で実

現性のある施設整備に向けた設計業務を実施します。

キ 金賞受賞者が連名による応募者であり、かつ、それぞれの連名者が所属する法人

等が異なる場合には、県との設計業務委託契約に関し、受注形態（法人単体又は設

計共同体の結成）について、当該法人等間において協議することとします。

ク 設計予定者に起因する理由等により設計業務の契約を行わない場合もあります。

この場合、次点の設計者又は所属事務所と契約を行うこととします。

(8) 賞金

沖縄県では、若手建築士が県外、海外の優れた建築作品を訪れる機会を支援する

ことを目的として、コンペ入賞作品を対象に賞を設けることとしました。

金賞 １点 旅行券 20万円分

銀賞 １点 旅行券 10万円分

銅賞 数点 各旅行券５万円分

※各賞とも 1作品に贈賞させていただきます。
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２．設計条件

(1) 計画概要

ア 市民交流の活動拠点

ガーデニング等のサークル活動・地域のイベント等を通して、市民が交流できる

施設として整備する必要があります。

イ 実現性

提出された設計案をそのまま建設するわけではありませんが、実施設計に反映で

きる計画として下さい。

(2) 必要要件と概算工事費等

ア 規模条件等

(ｱ) 床面積等

a 居室面積 200㎡程度

b 構造、階数 制限無し

c 敷地面積 約 800㎡（ただし、建設地は図示された範囲内）

(ｲ) 必要な機能

a 利用形態

(ａ) 平日朝～昼の市民サークル活動拠点（８名～ 20名程度）

(ｂ) 平日夕方からの児童や生徒のサークル活動拠点(20名程度）

(ｃ) 休日の文化的イベント（コンサート、演劇等）開催（観客 300名程度）

(ｄ) その他、地域主催のイベント開催

(ｅ) 災害時におけるボランティア活動等の拠点

b コミュニティーセンターとしての必要条件

(ａ) 座学でのサークル活動ができること

(ｂ) 様々なサークルが利用できること

(ｃ) 複数のサークルが同時に利用できること

(ｄ) ステージとしての利用もできること

ｃ コミュニティーセンター諸室にかかる諸条件

(ａ) 以下の諸室を有すること。

・多目的スペース（サークル活動・ステージ・楽屋等）

・給湯室

・トイレ

・シャワー室

・倉庫 1、倉庫 2
・事務室

・半屋外的空間

※文化的イベント開催時に利用する縁側スペースや観客席として利用可能

な前庭スペース等の半屋外的空間
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(ｂ) 多目的スペースについては、使用するグループの人数によって、適度に

区切ることができること。

(ｃ) 多目的スペース及び縁側スペースを利用して演劇機能を有すること。

・６間×３間以上の広さの舞台スペースを有すること。

・観客席からの見やすさを考慮し、地表面から適度な高さを確保している

こと。

・演劇照明を天井部へ設置することができること。

・舞台の上手・下手へ舞台裏で移動でき、それぞれに待機場所を確保し

ていること。

・舞台裏に楽屋機能を有する部屋を設置できること。

・楽屋へは洗面台等の水回りが設置されていること。

・舞台と観客席が見える場所に音響を操作するスペースがあること。

(ｄ) 倉庫 1 については、ガーデンクラブ等が使用することが想定される、
一輪車やスコップ、肥料等の屋外で使用する道具等を収納することが

出来ること。

(ｅ) 倉庫 2 については、市民団体のサークル活動等で使用することが想定
される机や、ホワイトボード等及び、演劇等で使用することが想定され

るマイクスタンド等が収納できること。

(ｆ） 前庭スペースについては、大屋根等で覆われており、日射や雨を防ぐこ

とが出来ること。

(ｳ) 可能な限り環境負荷の少ない施設とすること。

(ｴ) 出来るだけ木（もく）を取り入れること。

イ 概算工事費

① 概算工事費 100,000千円程度。概算工事費には建築工事費、機械設備工事費、

電気設備工事費、工事に係る諸経費、消費税及び地方消費税相当額を含み、給

排水・電気の引き込み工事費に係る経費は含まないものとします。

② 実際の整備費が概算工事費を大幅に上回ることのないように努めること。

（※県と設計業務の契約を行った者は、工事費の積算段階で概算工事費を大幅に

上回らないように、自らの責任をもって、業務遂行に努めること）

ウ その他

公園内での計画であるので、関係法令に留意すること。

(3) 計画地

所在地：奥武山公園内（水泳プール裏手広場）

〒 900-0026 沖縄県那覇市奥武山町５２

敷地面積：約８００㎡（ただし、計画地内は図示の範囲）

用途地域：公園区域
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(4) その他

コミュニティーセンターとは別に、水泳プール横の未利用地へガーデニングなど

の実践等、市民が活動出来る場所を創出する予定です。

３．オウノヤマコンペ2015 設計競技選考委員会

選考委員 ：琉球大学工学部環境建設工学科教授 小倉 暢之

選考委員 ：有限会社 伊礼智設計室（東京） 代表取締役 伊礼 智

選考委員 ：公益社団法人沖縄県建築士会 会長

選考委員 ：一般社団法人沖縄県建築士事務所協会 会長

選考委員 ：公益社団法人日本建築家協会沖縄支部 支部長

選考委員 ：一般社団法人沖縄県設備設計事務所協会 会長

選考委員 ：奥武山公園指定管理者 仲地 良彰

選考委員 ：沖縄県土木建築部建築都市統括監 宮城 理

※選考委員長は委員の中から互選により決定予定

４．手続き等

(1) 担当事務局

沖縄県土木建築部施設建築課 企画班 〒 900-8570 那覇市泉崎 1-2-2

TEL：098-866-2416 FAX：098-867-3314 E-mail：aa066508@pref.okinawa.lg.jp

オウノヤマコンペ 2015ホームページ（沖縄県土木建築部施設建築課 HP内）

http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shisetsu/kikaku/compe/ounoyama-2015.html

(2) 応募登録

ア 応募登録受付期間内に、応募登録申込書（様式 1）を(1)の事務局まで提出して

ください。なお、連名の場合、連名の代表者以外の者で、一級又は二級建築士の資

格を有しない者がいる場合は、その者の生年月日が確認出来る書類（運転免許証の

写し等）を添付すること。

イ 提出方法 事務局に持参又は事務局あて郵送（受付期間最終日必着）

ウ 受付期間：平成 27年８月３日(月)から平成 27年８月 21日(金)まで

エ 受付後、応募者に電子メールにより通知します。

(3) 質疑受付

ア 質疑受付期限までに、質疑書（様式 2）を(1)の事務局まで提出してください。

イ 提出方法 事務局あて FAX又は持参

ウ 受付期間：平成 27年８月３日(月)から平成 27年８月 20日(木)まで

エ 回答はオウノヤマコンペ 2015ホームページにて随時、掲載します。

(4) 提案書提出

ア 次の(ｱ)～(ｳ)のそれぞれ３部と(ｴ)1部を(1)の事務局へ提出して下さい。

(ｱ) 平面図、断面図、パースなど設計意図がわかる提案書(A3用紙・片面横使い）2
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枚以内

(ｲ) 作品提出届（様式 3）

(ｳ) 概算工事費内訳表（様式 4） 提案にかかる概算工事費をご記入下さい。

(ｴ)提案書の画像データ(pdf、jpegそれぞれを CDに書き込み提出ください。)

※提案書には設計者氏名等が推測できる記述を行わないでください。

※提案書は、県のホームページ等で使用することがあります。

イ 提出方法等

提出先：４．(1)に同じ

受付期間：平成 27年８月 24日(月)から平成 27年９月 25日(金)までの平日

９:00 から 17:00 まで。ただし、郵送の場合は、配達の記録が残るも

のに限ることとし、平成 27年９月 25日(金)消印有効とします。

５．その他

(1) 本設計競技に係る登録料は無料です。ただし、応募、質疑及び提案図書提出、最

終審査等に関する費用は応募者の負担となります。

(2) 契約を行う作品の著作権は、本県に帰属するものとします。

(3) 応募者が次の各号いずれかに該当したときは応募登録を取り消します。

ア 応募作品提出期限に遅れた者、または提案図書に不備がある者。

イ 応募登録申込書及び提案図書に虚偽の記載をした者。

ウ 応募作品に記名又は応募者が特定できるサイン等が記入され、あるいは第 1 次

審査以前に応募作品を特定できるような行為を行ったとき。

エ 応募作品が第三者の著作権、意匠権などを侵害しているとき。

オ 本設計競技に関して、最終審査のプレゼンテーション以前に審査委員との接触

があったとき。

カ 最終審査に応募者が欠席した場合。

キ その他、審査委員会が不適格と判断した場合。

(4) 提出物等は一切返却できません。また、訂正、差し替えも行えません。

(5) 入選案は決定後、提案書等をオウノヤマコンペ 2015ホームページに掲載します。

(6) 最終審査の日時等は、後日、オウノヤマコンペ 2015ホームページに掲載します。

(7)最終審査でのプレゼンテーションは、発表時間 5分以内程度を予定しています。

なお、会場ではプロジェクター等の使用も可能です。

(8) 最終審査では、即日で審査結果の公表を行います。

(9)この要項に定めることのほか、本設計競技に必要な事項が生じた場合、事務局と委

員会との協議の上、応募者に通知するとともにオウノヤマコンペ 2015ホームページ

上に掲載します。


