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１ ａｗａ臨港プロジェクト

徳島市東沖洲にある「旧印刷センター」は、徳島県を代表する情報メディアである「徳島新聞社」

が所有している施設である。昨年 12 月に、既往の生産施設の老朽化を受け、新しい機能の充実も

企図して、北島町に印刷センター機能そのものは移転することとなったが、旧センターの建物その

ものは、約 20 年間という長期にわたって県全域に配達してきた「徳島新聞」を印刷する一大拠点

としての名残を、今もとどめている。

「旧印刷センター」は、新聞の印刷機能は既に停止しているが、築後 20 年程度の比較的新しい

建築物であり、新耐震基準にも適合している健全な物件であることから、引き続きの有効利用が望

まれる。しかしながら、輪転機等の巨大な生産施設を内包していたという経緯から、建築物の内部

には吹抜きが多いなど、単純な用途変更での対応では十分に有効利用できないおそれがあることか

ら、徳島新聞社から、公益性の高い用途とすることを目的として、当該建築物を徳島県に寄付した

いとの申し出があった。

今般、徳島県においては、この申し出を受けて「旧印刷センター」を用いたリノベーションを行

うものとし、これらの事業を「ａｗａ臨港プロジェクト」と称し、災害時の「広域物資輸送拠点」

とすることで人口集中地域である徳島県東部における防災機能の増強を図りつつ、かつ、平時から

県民の生活向上と地方創生に貢献する施設とすることはもちろんのこと、「WITH・コロナ時代」・

「アフターコロナ時代」の「新しい生活様式」に対応したモデルケースとなるようなリノベーショ

ン事業を進める。

また、このプロジェクトを県内の建築に関わる事業者が主体的に活躍することができる場とし

て、さらには、設計部門に関しては県外の建築士事務所の協力を通じて、県内に新しい技術の導入

や定着を図るチャンスを生み出す場としても進めることとする。
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２ マリンピア沖洲について

「沖洲（おきのす）地区」は、四国三郎の異名を持つ大河である「吉野川」の河口付近に位置し、

東側は紀淡海峡に開けている地域である。「旧印刷センター」は、その中でも徳島小松島港に浮かぶ

人工島「マリンピア沖洲」に立地しており、周囲には、東京港・新門司港につながる「オーシャン東

九フェリー」のターミナルや、工場・倉庫が建ち並ぶ「徳島工業団地」、さらには四国横断自動車道

「徳島ジャンクション・徳島東インターチェンジ（仮称）間」が令和４年春に開通し、全国の高速道

路ネットワークに直結する予定であるなど、陸上・海上交通と産業の結節点としての役割が見込まれ

る地域にある。

産業団地内には現在約 130 の企業が進出し一大物流拠点となっているほか、廃棄物最終処分場跡地を有

効活用してメガソーラーが建設された「マリンピア沖洲太陽光発電所」、徳島市北部処理区の汚水処理施

設である「徳島市北部浄化センター」等、県民の快適な生活環境に貢献するための施設が立地している。

また、レストラン、バーベキューテラス、全天候型の大型屋内釣り堀等を完備した食とレジャーの複合

施設「徳島新鮮なっとく市」をはじめ、フットサルコートや屋外イベントスペースが整備される等、県内

外からの観光・交流施設としての一面も持っている。

なお、「徳島市都市計画マスタープラン」のまちづくり方針においてマリンピア沖洲は、『海の玄関口

であり、流通機能とレクリエーション機能を備えた複合的拠点機能が集積する地区として、さらに整備を

進めます』とされている。

＜沿革＞

１９８６年 マリンピア沖洲第Ⅰ期埋立工事着工

１９９３年 マリンピア沖州第Ⅰ期埋立工事竣工

１９９４年 沖洲マリンターミナル竣工

２００５年 マリンピア沖洲第Ⅱ期埋立工事着工

２０１３年 マリンピア沖洲太陽光発電所運用開始

２０１５年 マリンピア沖洲耐震岸壁完成

２０２０年度 四国横断自動車道 徳島東 IC（仮称）～津田 IC（仮称）開通予定

２０２１年度 四国横断自動車道 徳島 JCT（仮称）～徳島東 IC（仮称）開通予定
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３ 趣旨

「ａｗａ臨港プロジェクト」による本設計競技は、既存建物である「旧印刷センター」をリノベ

ーションして、①地震その他の災害の発生時には支援物資等の中継基地となる「広域物資輸送拠点」

としての役割を果たしつつ、②平時には地域住民が利用でき、かつ、施設を適切に運用するために

必要な収益を確保することができる施設とするための提案を選定するものである。

なお、設計条件については【別冊】設計条件書を参照のこと。

４ 実施スケジュール

選定に当たっての手順及びスケジュールの概要は、以下のとおりである。

また、スケジュールは、状況により変更する場合がある。

５ 現場見学会

現場見学会の日時、開催場所及び参加申込方法等は、次のとおりとする。なお、現場見学会の際

には質問は受け付けないため、質問がある場合は６－３（１）の手続きに従うこと。

日 程（予定） 内 容

令和 2年

令和 3 年

9 月 14 日(月)

〃

9 月 16 日(水)

9 月 23 日(水)及び 24 日(木)

9 月 30 日(水)

10 月 2 日(金)

10 月 30 日(金)

11 月 6 日(金)

11 月 12 日（木）

11 月中旬～12 月末

1 月 12 日(火)

1 月中旬～下旬

実施要領書等公表

質問・応募登録書類・一次審査書類の受付開始

現場見学会の申込締切

希望者向けの現場見学会

質問受付締切

質問回答公表

応募登録書類の受付締切

一次審査書類の受付締切

一次審査および一次審査結果の公表

オンライン投票（一般からの意見の受付）

二次審査書類の受付締切

二次審査および二次審査結果の公表

開催日時 ①令和２年９月 23 日（水）12 時から 14 時まで

②令和２年９月 24 日（木）12 時から 14 時まで

※①又は②のどちらかとし、両日の参加はできない。

開催場所 旧印刷センター（徳島市東沖洲１丁目８）

申込方法 令和２年９月１６日（水）17 時までに、「現場見学会参加申込書」に記入の上、

Ｅ-mail 又はファクシミリにより提出すること。なお、見学会への参加は、１社

につき３名までとする。駐車場はスペースに限りがあるため、極力、公共交通

機関を利用すること。

申込先 １０－２参照のこと。

その他 県 HP「『awa 臨港プロジェクト』現場見学会について」参照のこと。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/5040291/
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６ 応募に関する条件等

６－１ 応募者について

（１）応募者の構成等

ア 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項の規定に基づき、徳島県知事の登録を受

けている一級建築士事務所であること。共同企業体による応募の場合は、次の①から④のすべ

てを満たすものであること。

①構成員が建築士事務所であること。

②少なくとも一者は一級建築士事務所が参加していること。

③少なくとも一者は徳島県知事の登録を受けた建築士事務所が参加していること。

④構成員が本設計競技に応募するための他の共同企業体の構成員となっていないこと。

イ 所属する一級建築士が２名以上であること。共同企業体による応募の場合は、共同企業体の

全体で一級建築士２名以上を確保すること。

ウ 建築士事務所（共同企業体による応募の場合は、当該共同企業体）に、総括・意匠・構造・

設備の担当者を設置すること（兼務は可とする。）。

エ 協力事務所（応募者と同一組織でない法人または個人事業主等であり、専門分野において技

術の提供等を行うもの）による支援を受けることは差し支えない。

（２）応募者の参加資格要件

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。

イ 徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱（平成 14 年建設第 73 号）に基づく入札参加資格

停止となっていない者であること。

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基

づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。

エ 清算中の株式会社である事業者について、会社法に基づく特別清算の開始の命令がなされた

者でないこと。

オ 手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。

カ 徳島県暴力団排除措置要綱（平成 23 年管第 100597 号）に基づき暴力団関係者であるとの認

定を受け、契約排除措置中の者でないこと。

キ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第 3項又は 5項の規定による営業停止命令を受

けている者でないこと。

ク 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 26 条第 2項の規定による事務所閉鎖命令を受けてい

る者でないこと。

ケ 最近 1年間において法人税、法人事業税、法人県民税、消費税及び地方消費税を滞納してい

ない者であること。

コ 審査委員会の委員の所属する企業及びその企業と資本面もしくは人事面において関係がな

い者であること。
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６－２ 応募に関する留意事項

（１）費用負担

応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。ただし、一次審査の通過者には二次審査提出

書類作成経費等として 20 万円を支払うものとする。

（２）作品の著作権

提出書類において示された作品（以下、単に「作品」という。）の著作権は、応募者に帰属す

る。ただし、一次審査を通過した作品はオンライン投票のため、二次審査における最優秀作品は

審査結果公表のため、公表するものとする。また、本設計競技及び「ａｗａ臨港プロジェクト」

において公表する場合その他徳島県が必要と認める場合には、徳島県は、応募者の了承を得た上

で、応募者の作品の全部又は一部を無償で使用できるものとする。

（３）作品の責任

作品に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される

第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責

任は、原則として提案を行った応募者が負う。

（４） 徳島県からの提示書類の取扱い

徳島県が提供する資料は、応募に際しての検討以外の目的で使用することはできない。

（５） 複数提案の禁止

応募者は、一の共同企業体において、１つの提案しか行うことができない。

（６） 提出書類の変更禁止

徳島県に提出を行った後、書類の変更はできない。なお、提出書類は返却しない。

６－３ 応募手続き等

応募に関する手続き等は以下のとおりである。なお、平日とは月曜日から金曜日までのことであ

り、土曜日、日曜日及び祝祭日は含まない。

（１）実施要領書等に関する質問の受付、質問回答公表

ア 実施要領書等に関する質問受付

イ 実施要領書等に関する質問回答の公表

（２）応募登録書類の提出

応募者は、「７−２ 応募登録書類」に従って作成した応募登録書類を、持参又は郵送（配達

証明付き書留郵便に限る。）により提出すること。

受付期間 令和２年９月 14 日（月）～令和２年９月 30 日（水）17 時まで

提出方法 質問の内容を簡潔にまとめ、「実施要領書等に関する質問書」に記入の上、

Ｅ-mail でのファイル添付にて提出のこと。

あて先 １０－２記載のＥ-mail アドレスを参照のこと。

公表日 令和２年 10 月２日（金）

公表方法 徳島県ホームページを通じて公表する。

１０－１記載のホームページアドレスを参照のこと。

提出期限 令和２年 10 月 30 日（金）17 時まで（郵送は当日必着）

提出先 １０－２記載の事務局
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（３）応募登録書類の受付

メール（応募登録完了通知書）により、応募者（共同企業体による応募の場合は、その代表者）

宛に、受付登録番号を令和２年 11 月 2 日（月）までに随時連絡する。応募したにも関わらず通

知がなかった場合には、１０−２記載の事務局まで電話で連絡すること。

（４）審査書類の提出

応募者は、「７−３ 一次審査書類」及び「７−４ 二次審査書類」に従って作成した審査書類

を、次のア又はイの通り、持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）により提出すること。

ア 一次審査書類

イ 二次審査書類

提出期限 令和２年 11 月６日（金）17 時（郵送は当日必着）

提出方法 提出書類については、表に「ａｗａ臨港プロジェクト設計競技書類（一次審

査）在中」と朱書すること。

提出先 １０－２記載の事務局

提出期限 令和３年１月 12 日（火）17 時（郵送は当日必着）

提出方法 提出書類については、表に「ａｗａ臨港プロジェクト設計競技書類（二次審

査）在中」と朱書すること。

提出先 １０－２記載の事務局
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７ 提出書類について

７－１ 書類の作成要領

提出書類は、下記の規定によって作成し、適宜、各様式の要領に従うこととし、提出時には、紙

媒体のほか、徳島県が指定する方法により、電子データ（ＰＤＦ形式）でも提出すること。

（１）応募登録書類

ア 様式番号順に並べ、片面印刷とし、左上一点でホッチキス留めとすること。

イ 「参加表明書」には、共同企業体を構成する全ての建築士事務所の名称を記載すること。

ウ 「協力者通知書」には、協力事務所となる全ての法人または個人事業主の名称を記載すること。

エ 「業務分担表」には、総括・意匠・構造・設備の担当者を記載すること。

オ 「会社概要書」及び「建築士事務所登録証明書」は、共同企業体を構成する建築士事務所及

び協力事務所となる法人または個人事業主の全てを対象とすること。

カ 応募登録書類の提出時点では、建築士事務所間の共同企業体を構成する旨の協定書等の提出

を求めない。ただし、最優秀作品等については、徳島県と「９ 基本・実施設計業務委託契約」

に基づく契約を締結する前に、当該協定書等の提出を求めることとなるので留意すること。

キ 電子データ（ＰＤＦ形式）は、ＣＤ－Ｒ等の媒体により提出すること。

（２）審査書類

ア 全ての審査書類の右上に縦 1.5ｃｍ×横 5ｃｍ程度の枠を設け、その中に応募登録完了通知

に記載されている受付番号と、書類の通し番号（1/6、2/6・・・6/6）を表示すること。

イ 作品にタイトルを付け、審査書類の１枚目に分かりやすく表示すること。

ウ 応募者を明示する情報（住所、会社名、氏名等）を表示しないこと。

エ 適宜彩色しても構わない。

オ 片面印刷とし、一部ごとクリップ留めとすること。折込不可とする。

カ 用紙はＪＩＳ規格とし、縮尺については任意とする。

キ 模型の提出及び二次審査時の持ち込みは不可とするが、審査書類において模型写真を使用す

ることは可とする。

ク 電子データ（ＰＤＦ形式）は、徳島県が指定するオンラインストレージサービス（ＤＥＣＯ）

で送付すること。詳細は応募者にメールで連絡する。

７－２ 応募登録書類

以下の書類を各１部提出する。

ア 参加表明書 様式１－１（単独応募者） 様式１－２（共同企業体）

イ 協力者通知書 様式２

ウ 業務分担表 様式３

エ 会社概要書 様式４

オ 建築士事務所登録証明書（写し可）
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７－３ 一次審査書類

※審査会での掲示用に、10 部のうち１部については、スチレンボード（５ｍｍ）に貼り付けた状態で

提出すること。

７－４ 二次審査書類

※プレゼンテーションでの掲示用に、10 部のうち１部については、スチレンボード（５ｍｍ）に貼り

付けた状態で提出すること。

図書の種類 体裁 記載内容 提出数

設計提案書 ･Ａ３

･２枚

･自由記述

① 受付番号及び通し番号（７－１（２）ア参照）

② 作品タイトル

③ 設計方針をスケッチ、概念図、イメージ写真などを

組み合わせて分かりやすく表現すること。

・作品のタイトル、コンセプト

・各階の平面計画

・災害時と平時の使い分け

・平時の運用方針イメージ

・内観及び外観イメージ

・建設費用の概算

・その他特に提案したいこと

適宜、設計にあたっての考え方を文章で説明するこ

と。

10 部※

図書の種類 体裁 記載内容 提出数

設計提案書 ・Ａ３

・６枚

・自由記述

① 設計方針を、以下に掲げる全ての図面、文章、概念

図、スケッチ、イメージ写真などを組み合わせて、

分かりやすく表現すること。

・配置図

・平面図

・断面図

・内観パース

② 設計方針の表現にあたっては、【別冊】設計条件書

に掲げている項目及び８－４（３）審査項目に留意す

ること。

10 部※
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８ 審査・選定方法

８－１ 審査委員会の設置

徳島県は、本設計競技における最優秀作品等の選定において、公正性及び透明性を確保すること

を目的として、有識者及び徳島県職員によって構成される「ａｗａ臨港プロジェクト」設計競技審

査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置するものとする。審査委員会の委員は、以下のと

おり（敬称略）。

委員長 馬場 正尊 （ 株式会社 0pen A 代表 ）

委員 田口 太郎 （ 徳島大学大学院 准教授 ）

委員 西澤 徹夫 （ 西澤徹夫建築事務所 代表 ）

委員 真田 純子 （ 東京工業大学 准教授 ）

委員 吉村 昇 （ 一般社団法人徳島新聞社 専務理事 ）

委員 徳島県 危機管理環境部 とくしまゼロ作戦課長

委員 徳島県 県土整備部 住宅課長

８－２ 一次審査

非公開とし、審査項目は「業務の理解度」及び「設計の方針」について評価し、５作品程度を選

出する。

８－３ オンライン投票

一次審査で選出された作品について、オンライン投票により、県民をはじめ広く一般のみなさま

から作品に投票いただき、投票結果を二次審査において評価する。（※詳細は準備中）

８－４ 二次審査

（１）審査方法

ア 審査員に対して応募者がプレゼンテーションを行い、その内容を踏まえて審査員による審査

会を行う。

イ プレゼンテーションは一般公開とし、審査会は非公開とする。

（２） プレゼンテーション

ア プレゼンテーションは、プロジェクタによるスクリーン投影を行うことができる。

イ プレゼンテーションにあたっては、提出している審査書類とは別に、補足説明のためのプレ

ゼンテーションファイル（ＰＰＴＸ形式）を使用することを可能とする。

ウ 参加者は１者につき３名以内とする。

エ プレゼンテーションは１作品につき 15 分以内とする。

オ ヒアリングは審査委員会により行い、１作品につき 10 分以内とする。

カ その他詳細については、後日、一次審査の通過者に通知する。

（３） 審査項目

ア 業務の理解度

イ 建築計画（用途）

ウ 建築計画（意匠・計画）

エ 建築計画（運用）

オ 住民ニーズ

カ 経済性



10

８－５ 最優秀作品の決定

徳島県は、審査委員会により選定された最優秀作品（１点）、優秀作品（１点）、入賞作品（１

点）を基に決定する。

８－６ 審査結果

審査の結果は、一次・二次ともに、徳島県ホームページ等を通じて公表する。

８－７ 失格事項

応募登録書類又は審査書類の内容が、以下に掲げるいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア 各法令等に適合しないことが判明した場合

イ 応募作品提出期限に遅れた場合

ウ 提出図書に不備がある場合

エ 虚偽の記載がある場合

オ 他人の作品を盗用した疑いがあると審査委員会が認めた場合

カ その他、審査委員会が不適格と認めた場合

８－８ 入賞の取り消し

審査結果の公表後であっても、入賞者が失格事項に該当または不正等が明らかになった場合、入

賞を取り消すことがある。
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９ 基本・実施設計業務委託契約

９－１ 契約手続き

（１）徳島県は、最優秀作品の応募者と基本・実施設計業務委託の契約締結交渉を行うものとする。

（２）辞退その他の理由で契約ができない場合は、次点者と契約交渉ができるものとする。

９－２ 契約の概要

（１）「ａｗａ臨港プロジェクト」に関する設計業務について、徳島県は随意契約により契約締結

交渉の内容を踏まえて、業務委託契約を締結する予定である。

（２）設計業務に関する報酬は、平成 31 年国土交通省告示第 98 号に基づき算出するものとする。

（３）業務委託契約は、令和２年 11 月徳島県議会の議決がなされた場合に締結するものとする。

９－３ アドバイザリー等業務

契約者は、上記９－２の業務委託契約によって作成した基本・実施設計の内容を、リノベーショ

ン工事を行う事業者に対して適切に伝え、工事の円滑な実施を支援するため、徳島県からアドバイ

ザリー業務の委託の申し出があった場合には、適切に委託契約を締結する場合がある。

１０ その他必要な事項

１０－１ 情報提供

情報提供は、適宜、徳島県ホームページや SNS を通じて行う。

「awa 臨港プロジェクト」について

（URL:https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/5040224/）

１０－２ 事務局

住 所：〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

連絡先：awa 臨港プロジェクト実行委員会 （徳島県 県土整備部 住宅課内）

電 話：088-621-2613（直通）

ﾌｧｸｼﾐﾘ：088-621-2871

E-mail：juutakuka@pref.tokushima.jp

※ファクシミリ又は E-mail を送った場合は、電話連絡すること。


