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１ 目 的 

 

一般社団法人日本建築学会は、港区芝五丁目２６番２０号に所在する建築会館の空調設備を

環境配慮改修します。 

建築会館の空調方式は、太陽熱を利用する水熱源パッケージ方式を採用しており、整備して

運用していますが、老朽化のため全面的な更新が必要となっています。 

建物を使いながらの空調設備の更新には多額の費用がかかることから、単純更新の他数案を

日建設計総合研究所に委託して「建築会館のエネルギー消費実態調査及び改善提案業務」により

検討し、数案に絞り込んできましたが、その他の優れた改修提案及び基本設計図書の作成を経験

豊かな本会法人会員である一級建築士事務所に広く求めることとしました。 

本実施要項は、建築会館の空調設備改修工事の実施設計・施工者を決定するために必要とな

る、基本設計ほか業務の委託候補事業者を公募型プロポーザル方式により、選考するために必要

な事項を定めたものです。 

 

 
２ 施設概要 

 

（１）計画地概要 

①住 所：港区芝五丁目２６番２０号 

②敷 地 面 積：3,052.863 ㎡ 地下１階、地上７階 

③建物延床面積：10,522 ㎡ 

④竣 工：1982年11 月     6～7階増築 1989年11月 

⑤用 途 地 域：商業地域、防火地域 

 

（２）計画施設 
 

①事務所 ②ホール ③商業施設    ④駐車場 

計画対象部分は別図に示す。 

 

（３）現状の空調設備概要 

・水熱源ヒートポンプパッケージ方式 

 室内は水熱源天吊ダクト型個別分散ヒートポンプによる温調 

 換気は各階機械室内の水熱源床置ヒートポンプパッケージ型空調機より外気処理送風 

 屋上にガス温水ヒーターと密閉式冷却塔を設置して熱源水を各機器に供給 

・一部の店舗に独自で空冷ヒートポンプパッケージをテナント資産で導入 

 ローカル制御＋中央監視（発停・警報・状態監視） 
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３ 業務の概要 

 

（１）業 務 名 建築会館空調設備改修基本設計ほか業務委託 

 

（２）業務内容 

① 基本設計業務 

ア 空調設備改修基本設計図等の作成（別紙１参照） 

イ 熱負荷ほか計算書の見直しの提案 

ウ 改修後の空調消費エネルギーの推定量の見直しの提案 

エ 空調改修に必要な建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、防災設備工事の抽出 

※建築工事は、躯体貫通開口・補強、基礎、天井解体復旧・点検口設置などを想定 

  ※建築設計及び構造設計に係る箇所は、学会が指定する設計者等に確認することとする 

オ 概算工事費の算出 

カ 基本設備図等の作成に必要な現地調査 

キ 基本設計の検討過程での日本建築学会内委員会等への報告 

② 発注支援業務 

ア 空調設備改修工事の実施設計・施工者選定のための入札要項書の作成補助 

※２０１９年度のSIIエネルギー使用合理化等事業者支援事業補助金申請を予定している 

イ 現説後の質疑回答の支援 

③ 実施設計及び工事監理の監修業務 

ア 実施設計図の査図 

イ 工事費内訳書の査定 

ウ 工事着工後の工事監理の監修 

 

（３）履行期間 契約締結日の翌日から２０２０年３月３１日まで（別表１参照） 

① 基本設計業務  ２０１８年６月～１０月（予定） 

② 発注支援業務  ２０１８年９月～２０１９年１月（予定） 

③ 実施設計・工事監理監修業務  ２０１９年５月～２０２０年３月（予定） 

 

（４）改修工事予算 

 空調設備改修工事の実施設計・工事請負で４億２千５百万円(税込)を上限とします。 

なお、別途予算にて同時期に屋上防水更新工事を実施いたします。 

 

（５）設計料 

 設計料は想定人工数を算定中のため、説明会で開示する予定です。 
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４ 審査及び選考の概要 

 

本事業候補者の選考は、設計案でなく基本設計者を選ぶことを重視した「公募型プロポーザル方

式」です。審査方法は、応募者が日建設計総合研究所作成の「建築会館のエネルギー消費実態調査

及び改善提案業務※１」で検討された基本計画（以下「基本計画」という。）をどのように理解し、

この計画をもとにして、基本設計をどのように進めようとしているのか、基本的な考え方等につ

いて文章及びそれを補足する図案、写真、イラスト等で構成された提案について評価するもので

す。 

※１「建築会館のエネルギー消費実態調査及び改善提案業務」の主な記載事項 

・改修履歴 

・エネルギー使用量（二次エネルギー消費量） 

・一次エネルギー消費量 

・LED化工事の効果 

・改修対象の絞り込み 

・Webプログラムによる評価 

・改修計画案の立案（補助金制度の検討、改修計画の検討、BESTによる効果試算、ZEB化提案） 

・付属資料（2011～17年度改修履歴、中央監視盤データ(受電、電灯、動力)、各機器の運転時間

と動力からの推計(熱源、空調(搬送)、換気)、各提案の機器表、各提案の概算工事費内訳） 

 

審査段階 審査の方法 選考数 

第一次審査 第一次審査提出書類による評価 全応募者から ３者程度を選考します。

第二次審査 
第二次審査提出書類及び課題に

対するヒアリング等による評価

事業候補者１者 

次点候補者１者 

事業候補者は、第一次審査の得点と第二次審査の得点との合計得点により決定します。 

 

 
５ 実施スケジュール 

 

２０１８年 ３月 ８日（木）～３月３０日（金） プロポーザル実施要項等のＨＰ掲載 

３月３０日（金）午後５時まで 説明会および現地見学会の受付期限 

４月 ４日（水）午後１時から 説明会および現地見学会 

４月１０日（火）午後５時まで 質問の提出期限 

４月１８日（水）午後５時以降 質問への回答 

 ４月２５日（水）午後５時まで 参加表明書（第一次審査提出書類）の 

 提出期限 

４月２７日（金） 第一次審査（書類審査） 

５月 １日（火）以降 第一次審査結果通知 

５月１８日（金）午後１５時まで 第二次審査提出書類の提出期限 

５月２２日（火）午後 第二次審査（プレゼンテーション、ヒア 

  リング等審査） 
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５月下旬 第二次審査結果通知及びホームページ

 にて結果公表（予定） 

 

 

６ 応募資格 

 

（１） ２０１８年３月３１日現在で、日本建築学会の法人会員に登録していること。 

 

（２）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に規定する一級建築士事務所として登録を受

けていること。 

 

（３）当該業務に関し、一級建築士の資格を有し、５，０００㎡以上の規模の建物の居ながらでの空調改

修の基本設計、実施設計の実績のある総括責任者を配置することができること。 

 

 
７ 手続き、期間等 

 

（１）竣工図等配布、場所及び方法 

①配布期間 ２０１８年４月４日（水）午後１時～午後３時３０分 

②配布場所  建築会館 東京都港区芝五丁目２６番２０号 

説明会会場 

③担当窓口 日本建築学会事務局 総務グループ 小島純 

電話（０３）３４５６－２０５１ ファクシミリ（０３）３４５６－２０５８ 

e-mail propo2018@aij.or.jp 

プロポーザルのための資料として、基本計画、竣工図tiff、エネルギー消費データ

等を貸与します。なお、資料配布については、当プロポーザル以外に利用しないことの

念書の提出と、終了後に返却してもらいます。 

 

（２）説明会・現地見学会 

①実施日時 ２０１８年４月４日（水）午後１時００分から午後３時３０分まで 

（事前に提出された見学会参加申込書により、午後１２時３０分から現地で受付を行

います。） 

②実施場所 建築会館（港区港区芝五丁目２６番２０号） 

※公共の交通機関をご利用ください。 

③参加受付期間 ２０１８年３月９日（金）から３月３０日（金）午後５時まで 

④提出方法 様式第６号により、上記７（１）あてメールもしくはファクシミリで提出してくださ

い。参加者は、１社２名までとします。なお、当日の緊急連絡先を参加者のうち、代

表１名分の記入をお願いいたします。 

⑤その他 現地見学会に参加しない場合、技術提案書の提出はできません。現地見学会の日程の

調整が付かない場合は、様式第６号の余白にその理由を記載の上、メールもしくはフ
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ァクシミリで提出してください。 

 

（３）プロポーザル実施要項等に関する質問・回答 
 

① 受付期間 ２０１８年４月４日（水）から４月１０日（火）午後５時必着まで 

② 提出方法 「質問書」（様式第 ８ 号）を用いて必要事項と質問を記載の上、上記７（１）③

  宛てメールもしくはファクシミリで送信してください。なお、質問がなく、回答

のみ必要な場合は、その旨を記入の上、提出してください。 

③ 回答方法 ２０１８年４月１８日（水）午後５時以降メールにて質問回答書を送付します。

 

（４）参加表明書及び第一次審査書類の提出 

① 提出書類 下記の書類を必要部数揃えて、期限内に提出してください。 

参加表明書 （様式第１号）

応募事業者概要 （様式第２号）

総括責任者の経歴等 （様式第３号）

各担当主任技術者の経歴等 （様式第３号の２）

業務実施体制 （様式第４号）

第一次審査技術提案書（課題） （様式第５号）

説明会および見学会参加申込書 （様式第６号）

 
 

② 受付期限 ２０１８年４月１９日（木）から４月２５日（水）午後５時まで 

③ 提出場所 日本建築学会 

④ 提出方法 必ず持参してください。提出時間は平日の午前９時３０分から午後５時までで

す。 
  郵送、宅配等による提出は一切受理いたしません。（追加分も同様） 
  また、受理できなかった場合でも、提出書類等の返却はいたしません。 

 

（５）参加表明書及び第一次審査書類提出部数等 
 

① 提出部数 正本１部、写し１０部（カラーコピー可）合計１１部 

② 提出要領 書類はＡ４判２穴バインダー等に、１部ずつ綴じて提出してください。 

  （なお、副本のバインダーや提出書類には社名等の記載をしないでください。タ

  イトル等も不要です。提出後整理記号を付与いたします。） 

③ そ の 他 上記正本の電子データ一式をＰＤＦ形式でＣＤ－Ｒ１枚に入力し、提出してくだ

 さい。ただし、社印、代表者印の押印は不要です。 

提出書類の不足や内容に誤り等があった場合、受付期限内であれば、差し替えや

加除等を認めます。 

不足書類があった場合は、不足部分は評価の対象となりません。 

虚偽の申告や間違った内容の記載が判明した場合は、予告なく審査対象から除外

する場合があります。 
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（６）第一次審査及び結果通知 

提出された第一次審査書類は、４月２７日（金）の選考委員会において審査します。 

応募者の中から、概ね３者程度を選考します。第一次審査の結果は、参加表明書提出事業者す

べてに書面にて、５月１日（火）以降に通知します。第一次審査通過者（第二次審査提出書類

を提出することのできる事業者）には、第二次審査にかかる詳細を通知します。 

選考結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受付いたしません。 

 

（７）第二次審査（第一次審査通過事業者のみ） 
 

① 提出書類 「第二次審査技術提案書」（様式第７号の１から様式第７号の４）提出は、上記

  （５）①と同じ部数を１つのバインダー等に綴じて提出してください。また、Ｃ

  Ｄ－Ｒについても、上記（５）③のとおり提出してください。 

  課題は、様式７－１～４のとおりです。 

② 受付期限 ２０１８年５月１８日（金）午後１５時まで 

③ 提出場所 日本建築学会 

④ 提出方法 必ず持参してください。提出時間は平日の午前９時３０分から午後５時まで

です。 
  郵送、宅配等による提出は一切受理いたしません。（追加分も同様） 

  また、受理できなかった場合でも、提出書類等の返却はいたしません。 

⑤ 審査方法  

（ア）提出された書類を基にプレゼンテーション、ヒアリング等を行います。プレゼンテーショ

ンは１５分、その後、１５分程度のヒアリングを行います。なお、説明が不足している場

合でも、時間延長はできません。 

第二次審査実施日時は、２０１８年５月２２日（火）午後に予定しており、実施場所等の

詳細は第一次審査結果通知時に通知します。 

（イ）第二次審査への出席者は、総括責任者、主任技術者、担当技術者等３名までとします。 

（ウ）プレゼンテーションは、様式第７号の１から４までの課題についての提案説明をしてくだ

さい。パソコンによるプレゼンテーションソフト等を使用した説明は可としますが、追加

資料の配付、パネルの持ち込み等は、禁止とします。 

また、プレゼンテーションソフト等を使用する場合、パソコンは、応募事業者が用意して

ください。学会では、プロジェクター、スクリーン、電源及び電源コードを用意します。 

（エ）ヒアリングは提出いただいた資料を基に実施します。 

 

（８）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、第二次審査対象者すべて書面にて通知します。 

また、審査結果については、日本建築学会ホームページで５月下旬ごろに公開を予定し

ています。 

公表する内容は、選考された事業候補者の名称、提出された技術提案書、講評及び選考委員等

となります。 
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８ 評価項目及び配点 

別紙２「評価項目及び配点」により行います。 

 

 

９ 提出書類等の作成方法 

別紙３「技術提案書等作成要領」により行ってください。 

 

 
１０ 選考委員会 

プロポーザルにかかる審査は、下記の選考委員会で行います。 

 

◎委員構成 

稲田 達夫、小笠原昌宏、川瀬 貴晴、高井 啓明、田名網雅人、山本 茂義 

※委員の所属する企業・組織から応募があった場合、当該委員は当該提案の採点から

外れます。 

 

 
１１ 提出書類の取扱い 

 

（１）提出された参加表明書及び技術提案書等は、選考以外の目的で使用することはありません。 

（２）提出された参加表明書及び審査書類等は返却いたしません。 

（３）提出された技術提案の著作権は応募者に帰属し、学会は無条件でその使用権を持つものとしま

す。 

（４）提出された技術提案書のうち、選考された応募者の提案内容については、原則としてすべて公

表します。 

 

 
１２ その他 

（１）次のいずれかに該当した者は失格となります。 

① 本要項の応募資格（Ｐ.５の６）を満たさない者又は不正行為のあった者。 

② 提出期限に遅れた者、ヒアリング審査に出席しなかった者又は指定した時刻に遅れた者。 

③  作成要領に指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しない書類を提出し

た者。 

④ 記載された連絡先と連絡がとれない者。 

⑤ 提出書類に許容された表現方法以外の表現方法等を用いた者。 

⑥ その他、選考委員会が不適格と認める者。 

（２）参加表明書に記載した技術者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができま

せん。 

（３）本プロポーザル提出に要する一切の費用は、すべて応募者の負担とします。 
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（４）公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合、選考を中止することがあります。 

（５）学会は、事業候補者選考後、選考された事業候補者の提案にいかなる拘束をも受けないものと

します。 

（６）実施設計・施工を行う業者選定は、入札を実施して決定いたします。 

（７）この要項に定めるもののほか必要な事項は、日本建築学会会長が別に定めます。 
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（別紙１）基本設計図書一覧 

 

 
図面名称 縮尺 備考 

設計説明書 文書図表等で簡潔に

構成 

 設計の考え方を示した

もの 

空調設備図 機器表 ＮＳ  

 配管系統図 ＮＳ  

 ダクト系統図 ＮＳ  

 機器プロット図 1/200  

 計装図 ＮＳ  

 監視ポイント一覧表 ＮＳ  

 撤去リスト ＮＳ  

電気設備図 動力盤図・リスト ＮＳ  

 撤去リスト ＮＳ  

給排水衛生設備図   不要 

建築図 基礎図またはリスト ＮＳ  

 躯体開口リスト ＮＳ  

仮設計画図 搬入計画概念図   

 揚重計画概念図   

計算書 熱負荷   

 換気（シックビル）   

 省エネルギー  BESTプログラム 

概算工事費   中項目までの内訳 

メーカー参考見積徴収 
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（別紙２）評価項目及び配点 
 

 
評価項目 配点 

 

 

 

一
次
審
査 

事業者の実績 事業者の同種・同類の業務実績 3  

 

 

 
 

70 

 

総括責任者等の
業務実績等 

予定技術者の同種・同類の業務実績 15 

手持ち業務 15 

総括責任者等の
実績 

及び受賞歴 

総括責任者等の実績 6 

総括責任者等の受賞歴 6 

技術提案書 業務の実施体制、本業務の意義等 25 

二
次
審
査 

技術提案書 
課題の提案に対する問題点の把握や
具体性、実現性 

90 
 
 

130 

ヒアリング 
取り組み意欲、コミュニケーション
能力等 

40 

合 計 200 

 

 


