
 

 

令和４年度 都市構造再編集中支援事業  

佐久市野沢児童館併設型子育て支援拠点施設整備事業    

   設計業務公募型プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領 
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第１ 参加申込書 

本プロポーザルに参加を希望する者は、企画技術提案書（以下「提案書」という。）の

提出の前にプロポーザル参加申込書を提出しなければならない。 

 

提出書類  プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

提出部数  １部 

 

第２ 企画技術提案書 

本プロポーザルは調査、検討及び設計業務における具体的な取組方法について提案を

求めるものであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部（図面、模型写真、透視図

等）の作成や提出を求めるものではない。具体的な設計作業は、契約後に提案書に記載

された取組方法を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて協議のうえ開始するこ

ととする。 
以下の１～５の内容を基に提案書を作成し提出すること。また、提案書の提出は、１

者１提案とし、技術提案書の提出者（設計共同体の構成員、協力事務所を含む。）を特定

することができる内容の記述（具体的な社名等）は記載しないこと。条件に適合しない

提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 
 

１ 技術提案書 

  （１） １次審査 

提出書類及び提出部数 
 ・プロポーザル提案書（１）（様式第６号関係）各１５部 
・配置技術者報告書（様式第３号）１部 

提案書記載事項 
１ 提案チームの技術者 

 各技術者の経験及び実績について記載する。③の類似施設の設計業務実績

は、過去１０年以内の実績とし、実績がない場合は「実績なし」と記載する。 
イ欄の施設名は、固有名称ではなく類似施設として示した施設名を記載する。 
ロ欄の規模は、施設の階数・建築面積・延べ面積とし、面積は１０㎡未満を

切り捨てて記載する。 
 

２ 業務の実施方針及び担当チーム 

 業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮 

事項、その他の業務実施上の配慮事項等について記載する。 

 

３ 提案事務所の類似施設の設計業務実績及び受賞歴 

 設計事務所としての類似施設に関する設計業務実績及び受賞歴ついて記載す

る。（受賞歴がなくとも実績があれば記載する。） 

施設名、規模は上記１と同様の記載方法とする。 

４ 管理技術者及び主任担当技術者の類似施設の実績作品紹介 

 上記１で記載した管理技術者と主任担当技術者の実績作品について、各１点

記載する。 

作品図面を掲載する場合は、平面図、立面図（１面）程度とし、施設の概要

を簡潔に記入する。 
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 各技術者の実績作品がない場合は、上記３で記載した設計事務所としての実

績作品を記入する。 

 

５ 本施設に対する設計の考え方・取組み方法等 

 Ａ３横片面１枚以内にまとめて文章、模式図、イラスト、ゾーニング等で自

由に記載する。 

 

（２） ２次審査（１次審査通過者のみ） 

提出書類及び提出部数（書類により提出期限が異なるため注意すること。）  

   ・２次審査申込兼誓約書（様式第２号）１部 

     名簿未登録者にあっては、（様式第２号関係）各１部 

   ・設計共同体協定書（案）・・・設計ＪＶを結成した場合 １部 

・プロポーザル提案書（２）（様式第７号関係）各１５部 

提案書記載事項 
１ 特定テーマに対する考え方・取組み方法等 

下記の各特定テーマの内容を踏まえ、コンセプト・環境の活用のアイデアな

ど、取り組み方法を１テーマにつきＡ３横片面１枚以内（全４枚以内）で文章、

模式図、イラスト、ゾーニング等で簡潔かつ具体的に記載する。 

なお、文章での表現は自由記述とするが、視覚的表現については、文章を補

完するために必要最小限の範囲において認めることとし、具体的な建物の設計

又はこれに類するものに基づいた表現はしないこと。 

 
  【特定テーマ１】子どもの能力を育てる「環境」 

子どもの健やかな成長を促し、生きる力を育むため、学力や IQといった認知

能力のみならず、非認知能力（協調性、忍耐力、計画性、自制心、コミュニケ

ーションなど、数値に表すことができない「生きていくうえで必要不可欠」な

能力）を育てることが重要と考えています。 

 

 【特定テーマ２】市民が自由に使え、ほっとくつろげる「環境」 
本市は、日照時間が長く、自然環境に恵まれ、開放的な空間が多い都市です。

また、それぞれの地域で固有の歴史や文化があり、地域の魅力的な特徴となっ

ています。この環境を生かし、安心・安全を確保する中で、市民が自由に使え、

物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視し、ほっとくつろげ、心地よいと

感じ、愛着が持てる環境づくりが重要と考えています。 

また、子育て支援に対してワンストップで支援できる運営体制の実現を目指

しており、それを支える建築の環境づくりが重要と考えています。 

 
【特定テーマ３】多様な遊び・プログラムができる「環境」 

本市の恵まれた自然、歴史文化を背景とした多様なあそび・プログラムの継

承と創出は、子どもの健やかな成長の基盤となります。多様なあそび・プログ

ラムを創出する空間と仕組みづくりを進めていくことが重要と考えています。 

 
【特定テーマ４】自然を楽しむ「環境」 

子どもは、自然と接し、遊ぶことで様々な能力を育てていきます。一方で自

然には「危険」も伴いますが、その「危険」への対処を学ぶことも重要です。
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自然環境に恵まれた本市において、子どもの好奇心を伸ばし、五感を刺激し、

自然に潜む「危険」にも対処しながら、様々な発見や創意工夫、学びを体験す

ることが重要と考えています。また、自然を楽しみ、活用する持続可能な考え

を持つことが重要と考えています。 

 
   ※特定テーマは、現在策定中（６月末頃策定予定）の「佐久市子ども環境形成

ガイドライン」において「安心安全基地」として機能するための視点として

いる。 
 

２ 構造・概算事業費等 

  現段階で考えている構造・階数・事業費等について記載する。 

 

３ 設計業務スケジュール 

  ８月下旬を契約想定とし、９月以降業務完了までのスケジュールを記載する。 

  スケジュールには、打合せ・確認申請手続き・積算業務等のほか、本業務を

期間内に履行するための、マイルストーンとなる項目について記載する。  

 

２ 計画の概要 

施設名称 野沢児童館併設型子育て支援拠点施設（仮称） 

用途 児童館・子育て支援施設 

構造 提案による。 

建設予定地 佐久市取出町 455-1（県民佐久運動広場跡地） 

「佐久市子ども・子育て支援拠点施設整備 基本構想」参照 

用途地域等 都市計画区域内 第２種住居地域 

容積率/建ぺい率 200/60 

周辺環境 北に野沢小学校、西に野沢会館（現在改築中）、東に野沢保育園

が隣接する。 

敷地面積 県民佐久運動広場跡地約２haのうち 3,000 ㎡以内 

延床面積 児童館≒300 ㎡、子育て拠点施設≒1,400、合計 1,700 ㎡程度 

3「施設の機能」参照 

概算工事費 8.5 億円以内（諸経費、消費税込み） 

（施設付帯外構工事含む） 

実施予定工程 令和４年度 地質調査 

令和４～５年度 基本設計・実施設計 

令和５～６年度 建築工事 

令和６年３月末開館予定 

接道 南側整備予定道路（W≒9,000）、東側道路（W≒9,000） 

地質条件 別途地質調査を実施予定 

上下水道・ガス 西側市道 16-1 号線から引き込み予定 

雨水排水 開発用地内の貯留槽に接続 
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３ 施設の機能 

機能 用途 備考 

交流スペース 

 ・遊びゾーン 

  （表現遊びゾーン） 

  （運動遊びゾーン） 

 ・食事コーナー 

・授乳室（休憩室） 

・子供専用トイレ など 

・子どもの発育や発達に応じた遊具環境の中で、 

就学前の乳幼児とその保護者が安心して自由 

に遊べる空間 

・子育て中の親子が交流できる場所 

・子育てに関する情報提供や育児相談 

・飲食物を持ち込み食事ができる場所 

・プライバシーを確保し授乳や休息できる場所 

・トイレトレーニングができる設備 

 

約５４０㎡ 

子ども子育て相談 

各種子育て支援サービス 

・相談室 

・多目的ホール 

・多目的室１ 

・多目的室２ 

・多目的室３ 

・総合案内窓口 など 

・専門性のある相談員「コーディネータ」を配置 

・施設利用や各種子育て支援サービスの案内役 

「コンシェルジュ」を配置 

・妊娠期から子育て期と段階に応じた相談や助言 

・サービス利用計画の作成支援や策定 

・保育所等の入所手続関係 

・児童手当や児童扶養手当の受給関係 

・母子健康手帳の交付（保健指導） 

・乳幼児健康診査、心理・言語相談 

・パパママ教室や離乳食教室、発達支援教室 

・ＡＩ技術等による「相談支援システム」の構築 

 

約６６０㎡ 

クッキングルーム 

・調理室 

・食育室 

・給食受け室 など 

・離乳食教室 

・食育講座キッズキッチン 

・学校給食の提供（給食センターより配送予定） 

・児童館に集まれ事業 

児童館と共

用 

約１８０㎡ 

ファミリーサポートセンター 
・子育て援助活動支援事業（マッチング）  

約１０㎡ 

一時預かり室 ・乳幼児の一時預かり事業 
つどいの広

場と共用 

子ども家庭総合支援 ・児童虐待や生活困窮などの要支援家庭の支援 

・ＩＣＴを活用した情報共有システムの導入 

子育て支援

係から機能

分離 約３０㎡ 

児童館 

 ・事務室 

・集会室 

・遊戯室 

・図書室 

・交流スペース など 

・ブロック、トランプなどの静的な遊び 

・ボール遊び、一輪車などの動的な遊び 

・学習、読書 

・子育てサロン 

 

約３００㎡ 

合計 約１，７２０㎡ （子育て支援拠点：約１，４２０㎡・児童館：約３００㎡） 
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４ 施設の構成と整備方針 

（１） 施設の構成 
本施設は、子育て支援拠点施設機能、野沢児童館機能をもつ屋内施設と館庭、駐車場

などの屋外施設から構成される。 
（２） 屋内施設 

ア 子育て支援施設 
・つどいの広場機能（子育て悩み相談） 

つどいと交流の場として、子育て真っ最中の保護者の皆さんがお子さんととも

に集い、打ち解けた雰囲気の中で交流し、情報交換ができ、子育ての相談に応

じる場の提供することにより、育児不安の軽減を図る。 

・産後ケア 

佐久市版ネウボラ事業として予約不要で助産師に相談でき、気になるケースに

ついては、保健師と連携し、「相談事業」、「健診」に繋げていく。 
イ 野沢児童館 

子どもたちの放課後の居場所として子どもたちの健やかな発達や感性を育み、安

心して伸び伸びと遊ぶ・学ぶことができる環境の整備 
（３） 屋外施設 

ア 館庭（５５０㎡程度） 
イ 駐車場（３０台程度） 
ウ その他 
 

５ 施設全体に係る事項 

（１） 配置計画及び動線計画 

ア 本施設は野沢小学校及び野沢会館との相互利用を図るため、敷地の北側に新設

する。なお、野沢小学校から児童館への動線は、別添全体配置計画に示す箇所

を予定している。 

イ 計画地盤面の設定 

計画地盤面は、添付資料 測量平面図を参考とする。 

（２） 維持管理が行いやすい構造への配慮 

ア 施設全体として、維持管理に配慮された構造とすること。特に、給排水管等の

設備機器については、清掃・補修・交換などの日常及び計画的な維持管理を行

いやすいものにすること。 

（３） 計画地の地域特性への配慮 

ア 市の児童厚生施設として、計画地周辺の風土、景観、地域特性を考慮した施設

とすること。特に当該地は寒冷地であることから、部材選定に際しては、冬季

の低温や積雪等、計画地の地域特性を十分考慮すること。 

イ 地場産木材を意匠、仕上げ、内装等へ積極的に利用する等の方法により、施設

イメージと地域性が整合する配慮を施すこと。地場産木材の使用については、

県により「木造公共施設整備」等の地場産材関連の補助事業が設置されている。

必要な場合には申請に関して市と協議を行うこと。 

（４） バリアフリー及びユニバーサルデザインへの対応 

本施設の整備にあたっては、バリアフリーに対応し、ユニバーサルデザインの原

則にのっとった施設計画とすること。 

（５） 環境への配慮 

ア 建物の負荷特性を考慮した建築・設備計画によるエネルギーの効率的利用の

促進や、熱損失の低減による建築設備の負荷抑制、太陽光発電、雨水利用、廃
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材活用等の積極的な導入により、省資源・省エネルギーに配慮した施設とする

こと。 

イ 施設の一部又は全部の更新による環境負荷を低減するため、耐久性及びフレ

キシビリティを高めて施設の長寿命化に努めること。 

ウ オゾン層破壊物質は、原則として使用を認めない。また、地球温暖化係数の

高い温室効果ガスを排出する機器の使用もできる限り回避すること。 

エ 人体への安全性やリサイクルの容易さに配慮したエコマテリアルを積極的に

導入し、環境負荷の低減に努めること。 

（６） 景観への配慮 

ア 佐久市景観条例に基づく「佐久市景観計画」に従った景観形成をすること。 

（７） 防災・安全計画 

ア 構造体の耐震安全性・耐火性の確保はもちろん、建築非構造部材についても

耐震安全性・耐火性、機能維持性の確保に努めて、地震等の自然災害をはじ

め非常時における安全性の高い施設とすること。 

イ 上記のほか、火災時の避難安全性、設備の機能維持性、耐浸水性、耐風性、耐

落雷性、常時荷重に対する性能を確保すること。 

ウ 夜間等における不法侵入を防止するなど施設の保安管理に留意すること。 

エ 利用者に対して、けがや病気の防止などに可能な範囲で配慮をすること。 

オ 児童館館庭は、館利用者のみの利用とし自由な出入りを防止するため、安全管

理上のフェンスを設置すること。 

（８） その他 

ア 本施設の建設予定地である県民佐久運動広場跡地では、本施設以外にも敷地全

体で再整備の計画があることから、再整備の全体計画との連携・調整を図るこ

と。 

イ 佐久市子ども・子育て支援拠点施設整備基本構想（令和４年３月）及び現在策

定中である「佐久市子ども環境形成ガイドライン」（佐久市ホームページで素案

を公表中）を参考とし、子どもにとってより良い成育環境の形成を目指すこと。 


