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1. 提案募集名称 

神戸市西区新庁舎（区役所）「ひろばデッキ」デザインコンペ  

2. 募集趣旨 

神戸市西区は、昭和 57年度に垂水区から分区しました。当時 9万 4千人であった人口が、平成 27年度には 24万 8千人と

約 2.6倍に増加し、特に西神ニュータウン（西神中央・西神南・学園都市）では約 1千人から 10万人と大幅な人口増となっ

ており、拡大する行政需要への対応が求められています。併せて、玉津町小山に建つ現庁舎は、老朽化・狭隘（きょうあい）

化が進み、建替えの時期を迎えています。このような背景から「西区庁舎整備基本計画」が策定され、現在、新庁舎整備に向

けた設計作業を株式会社昭和設計にて進めているところです。 

私たちは、新しい区役所が最も身近な行政サービスの場として多くの方に親しんでもらえること、「神戸 2020 ビジョン」

（http://www.kobevision2020.org/）のテーマである「若者に選ばれるまち+誰もが活躍するまち」が実現されることが大

切との思いから、これからの神戸を担う世代の方々の活躍の場を創ろうとこのコンペを企画しました。 

私たち昭和設計と一緒に、友人や家族に自慢できるような空間づくりに取り組んでいただける方からの提案を、広く募集いた

します。 

3. 対象エリア 

予定敷地 ：神戸市西区糀台５丁目４番 1の一部 

対象エリア：新築される神戸市西区庁舎の３階に整備する「ひろばデッキ」 

提案対象物：「ひろばデッキ」のランドスケープ、家具デザイン 

西区新庁舎計画地は、神戸市営地下鉄「西神中央」駅から徒歩数分の場所に位置します。周辺には図書館や医療施設、商業・

業務施設が建ち並び、新庁舎も西神中央駅から連なる商業施設に隣接して整備されます。 

新庁舎には南に既存の商業施設、北に当該地区の利用者用駐車場が隣接し、これらは建物 3階の高さに設ける「連絡ブリッジ」

「ひろばデッキ」によってつながります。 

 

【簡易パース】                                  【3階平面図】 

       

http://www.kobevision2020.org/
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4. 提案条件 

 

ひろばデッキは、区役所・商業施設・立体駐車場をつなぐ主要な動線であり、また、そこを通る人々と庁舎での活動を結ぶ重

要な場所です。通りがかりの方が少し足を休めたり、おしゃべりをしたり、区役所のお知らせを目にしたり、思い思いに時を

過ごしてもらう場となることを期待しています。 

このまちのみんなの架け橋となり区民のサードプレイスとなるように、豊かな緑とファニチャーをしつらえた、心地よく変化

に富んだ空間を提案ください。 

■共通事項 

・ひろばデッキは、庁舎が閉館している早朝・夜間にも利用を可能とする予定です。（24時間オープンではありません） 

・ひろばデッキには、およそ 7mの高さの屋根（※1）が設けられます。 

・多目的スペース（※2）は、展示や会議など多用途に対応するフリースペース、子育て支援スペース、ひろばデッキから利

用できるベンディング・休憩スペースとなる予定です。 

・南北の連絡ブリッジ（※3）を直線状に結ぶ歩行ルートを確保してください。 

・安全性に十分配慮したものとしてください。 

・ひろばデッキからの、利用者の落下が懸念されるような形態は避けてください。 

・死角が発生しないなど、防犯性に配慮した計画としてください。 

・スケートボードなどのニュースポーツを行うことは想定していません。歩行者の安全性に配慮した計画としてください。 

・過度な重量のものは避けてください。 

・「※1屋根」、「※2多目的スペース」及び「※3連絡ブリッジ」は提案対象ではありません。 

当該部が提案の一部となっている場合は審査対象としませんのでご注意ください。 

■家具について 

・家具は固定することを想定しています。 

・対候性、メンテナンス性に配慮した計画としてください。 

■植栽について 

・設置場所が地上でないことから、メンテナンス性に配慮した計画としてください。 
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5. 募集スケジュール 

 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

応募登録 

 

                    

質疑受付 

 

                    

質疑回答 

 

                    

提案書受付 

 

                    

書類審査 

 

                    

プレゼン 

 

                    

作品選定 

 

                    

協働期間 

 

                    

 

6. 応募資格 

（1） 応募資格 

応募には、事前の登録が必要となります。「7.応募登録手続き」を参照ください。 

個人でも複数名のグループでも応募していただくことができ、応募資格は次のとおりです。 

尚、（株）OMこうべ、（株）昭和設計と雇用関係または、神戸市西区新庁舎等整備事業に係る設計業務契約関係にある者は

応募者としての参加は認めません。 

ア）20歳以上 

イ）40歳以下 

ウ）神戸市に居住または住民票を有する、神戸市内の事業所に勤務、神戸市内の学校に通学する、神戸市内の学校を卒業 

・個人での応募：上記ア）イ）ウ）の全てを満たす 

・複数名のグループでの応募：下記の条件全てを満たす 

メンバー全てがイ）を満たす 

メンバーの内、契約主体となる者を代表者とし代表者はア）ウ）を満たす 

（2） 応募件数 

デザイン案は、未発表かつオリジナルのものとし、個人または 1グループにつき 1案限りとします。 

  

●1次審査 8/19 

●プレゼン 9/10 

●6/10 ●7/8 

●6/10 ●6/21 

●7/1 

●7/9 ●7/31 

●1次審査結果発表 8/21 

●審査結果発表 9/下旬 
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7. 応募登録手続き 

（1） 応募登録方法 

応募登録は、下記 URLからアクセスできる「登録フォーム」、又は郵送にて受け付けます。 

（URL）http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256 

（QRコード）  

郵送の場合は、「＜様式-1＞応募登録申込書」に必要事項を記載の上、「13.事務局」に記載の事務局宛に送付してく

ださい。 

※E-mailでの登録は受け付けていませんのでご注意ください。 

（2） 登録申し込み期間 

2019年 6月 10日（月）10時 ～ 2019年 7月 8日（月）17時まで 

郵送の場合は、7月 8日（月）18時 必着とします。 

（3） 登録通知 

応募登録受付後、登録時の E-mailアドレスに、事務局から登録番号をお知らせします。郵送にて登録され、E-mail

の記載の無い方のみ「＜様式-1＞応募登録申込書」に記載の住所に郵送にてお知らせします。 

 

8. 提供資料 

提供資料は、応募登録していただいた方のみに配布します。 

① 計画図（配置図、3階平面図、断面図）（CADデータ（DXF形式）、PDFデータ） 

② 全体デザインコンセプト、イメージパース（PDFデータ） 

注）提供資料は、資料提示時点での計画案であり、今後の設計作業の中で変更の可能性があります。 

※配布は、応募時にご登録いただいた E-mailアドレスへのデータ送付を基本とします。郵送にて登録され、E-mailの記載の

無い方のみ「＜様式-1＞応募登録申込書」に記載の住所に CDまたは DVDにて郵送します。 

※①の配布は登録通知と同時に、②の配布は、2019年 6月 28日（金）以降を予定しています。 

郵送の場合は、上記が発送日となります。 

 

9. 応募にあたってのご質問 

（1） 問合せ方法 

応募登録いただいた方のみ、質疑書の提出が可能です。「＜様式-2＞質疑書」に質疑内容を記載して提出してくださ

い。グループでの応募の場合は、代表者から提出してください。 

http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256
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・E-mailでの提出：「＜様式-2＞質疑書」に質疑内容を記載し、オリジナルデータを E-mailにて送付してください。 

 提出の際、E-mailの標題に【西区庁舎 質疑】と記載してください。 

・郵送での提出 ：「＜様式-2＞質疑書」に質疑内容を記載し、オリジナルデータを CDまたは DVDにて送付してく

ださい。 

（2） 問合せ期間 

2019年 6月 10日（月）10時 ～ 2019年 6月 21日（金）18時まで 

（3） 提出先 

「13.事務局」に記載の事務局宛に送付してください。 

（4） ご質問回答書 

ご質問への回答は、2019年 7月 1日（月）より、下記URLにてお示しします。 

（URL）http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256 

（QRコード）  

10. 提出物 

（1） 提出方法 

「（4）提出図書作成要領 の ア）イ）ウ」」を一括して、郵送にて提出してください。 

（2） 提出期間 

2019年 7月 9日（火） ～ 2019年 7月 31日（水）18時 必着 

（3） 著作権等 

全ての提出物は、返却いたしません。 

作品の著作権は提案者に帰属しますが、（株）昭和設計がホームページへの掲載、紙媒体出版物及び電子出版物、展

示などでの公表に用いる場合、提案者は無償で作品データ等の利用を認めることとします。 

※「12.選定後の協働」も併せてご覧ください。 

（4） 提出図書作成要領 

ア）作品提出書（1部） 

「＜様式-3＞作品提出書」に必要事項を記載してください。 

イ）作品（1部） 

作品は A3サイズ（420mm×297mm）を片面横使い、枚数は 2枚とします。 

表現方法、レイアウトは自由、仕上げは自由としますが、パネル・ボード類は使用しないでください。 

http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256
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作品には、応募者の氏名・所属などがわかるような内容は記入しないでください。 

文字の大きさは 10pt以上とし、図中の文字のみ 8pt以上とします。 

作品には、下記の内容を盛り込んでください。 

・応募登録番号（作品の各用紙の右上に、【応募登録番号：●●】（●●は、各応募者の応募登録番号）を記載し

てください。文字の大きさは 10ptとします。） 

・タイトル 

・提案趣旨（できるだけ簡潔に述べてください。） 

・ひろばデッキ全体の平面図（縮尺は 1/200としてください。） 

・断面図（縮尺は問いませんが、提案内容がわかるものとし、縮尺を記載してください。） 

・イメージパース（スケッチ、CG、コラージュなど、表現方法は問いません。） 

・その他、提案内容を伝えるために応募者が必要と考えられるもの 

ウ）作品の電子データ（1部） 

A3サイズの PDFデータを、CDまたは DVD 1枚に収めてください。 

CDまたはDVDには、【応募登録番号：●●】（●●は、各応募者の応募登録番号）を記載してください。 

上記記載について、印刷、手書きは問いませんが、容易に消えないものとしてください。 

（5） 提出先 

「13.事務局」に記載の事務局宛に送付してください。 

 

11. 選定 

（1） 選定方法 

学識経験者や、事業者、設計者等による選定委員会を設置し、評価させていただきます。 

選定委員会は、評価の視点に基づき、提案内容を評価いたします。 

1次審査として優秀提案者（5者）を選定し、優秀提案者にはプレゼンテーションを行ってもらいます。プレゼンテ

ーション経て、最優秀提案者を選定させていただきます。 

1次審査の結果は、2019年 8月 21日（水）発表予定です。発表は、下記 URLでの公表と、作品を提出された応募

者への郵送にて行います。（郵送は 8月 21日発送） 

（URL）http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256 

（QRコード）  

 

最優秀提案者および優秀提案者には、下記の副賞を授与いたします。 

※グループでの応募の場合は、代表者に授与するものといたします。 

・最優秀提案者  1者  賞状および賞金 100万円（「12.選定後の協働」に記載の委託金額を兼ねる） 

・優秀提案者   4者  賞状および賞金 5万円 

http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256


8 

 

（2） 評価の視点 

ア） 人々が、足を止め、時間を過ごしたくなるような空間となっているか 

イ） そこで過ごすことに誇りを感じるようなデザイン性を有するか 

ウ） ベビーカー利用者やお年寄りでも利用しやすい工夫がされているか 

エ） 将来にわたって使っていける継続性があるか 

オ） 独創性が感じられる提案となっているか 
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（3） プレゼンテーション 

日時：2019年 9月 10日 

   13：00 ～      開会、プレゼンテーション順序抽選 

   13：10 ～ 15：30 優秀提案者によるプレゼンテーション 

       

   ※提案者は、12:30までに来社いただき、プレゼンデータの動作確認を行ってもらいます。 

場所：株式会社 昭和設計 

   〒531-0072 大阪市北区豊崎 4-12-10 昭和設計大阪ビル 

要領：プレゼンテーション 10分、質疑応答 10分を各応募者の持ち時間とします。 

   提出物または提出物を元にしたパワーポイントなどを用いてプレゼンテーションを行ってください。 

   プロジェクター（接続端子 HDMI）、スクリーンは事務局にて用意します。 

   PC（Windows 10、OFFICE 2010）は事務局にて用意しますが、提案者による持ち込みも可とします。 

   提出物を A1サイズに出力したパネル、提出物の PDFデータは、事務局にて用意します。 

   提出物以外で、スクリーンに映写するデータ有る場合は、9月 9日（水）15時までに、事務局宛に 

E-mailにて提出してください。（E-mailの標題に【西区庁舎 プレゼン】と記載してください。） 

当日のデータは、事務局にて用意します。 

応募者には、事務局にて用意した応募登録番号札を付けてもらいます。プレゼンテーションにて、 

応募者の氏名・所属などがわかるような発言はしないでください。 

（4） プレゼンテーションの公開 

プレゼンテーションは公開で実施します。公聴を希望される方は、2019年 8月 21日（水）以降、下記URLからア

クセスできる「登録フォーム」にて参加登録をしてください。登録後、登録フォームに記載いただいた E-mail アド

レスに参加受付通知を送付いたします。定員は、優秀提案者を除く 30名（先着）とします。 

尚、優秀提案者には、全て参加していただきます。 

（URL）http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256 

（QRコード）  

 

12. 選定後の協働 

最優秀提案者には、デザイン案を実現すべく、昭和設計と協働にて当該部の設計を実施してもらいます。設計者は昭和設計と

なり、選定者にはデザイン監修者として、実施設計終了まで関わっていただきます。委託金額は 100万円（消費税別）（「11.

選定（1）選定方法に記載の賞金を兼ねる）とします。尚、その際の実施設計成果品については、「10.提出物 （3）著作権

等」の記載によらず、全ての著作権（著作権法第 27条及び第 28条の権利を含む）は（株）昭和設計にあるものとします。（デ

ザイン監修者としての実績が無くなるものではありません。） 

  

http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/new/news?id=256
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13. 事務局 

名称  ： 株式会社 昭和設計  建築設計部（担当者：辻井成実、小西健友） 

住所  ： 〒531-0072 大阪市北区豊崎 4-12-10 昭和設計大阪ビル 

電話  ： 06-7174-8764 

E-mail ： U-40KOBE@showa-sekkei.co.jp 

URL  ： http://www.showa-sekkei.co.jp/jp/ 

 

 


