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町営小畠住宅建築その他工事に伴う基本・実施設計委託の 

公募型建築プロポーザル説明書 

 

神石高原町では，老朽化した町営小畠住宅を建て替えるため，町営小畠住宅建築その他工事につい

て，公募型プロポーザルを実施します。 

なお，プロポーザルにあたっては，２（３）「設計与条件」に従ったうえで，「町営小畠住宅を設計

するにあたって求められる視点・要素」（本説明書末尾）を踏まえて，次の評価テーマに対する提案

を行ってください。 

 

１ 評価テーマ 

  今回のプロポーザルにあたっては，次の２つのテーマに対しての技術提案を求めます。 

（１）テーマ１「コミュニティの醸成に向けた環境形成手法」について 

団地周辺の公共施設の立地や，河川や緑に囲まれた周辺環境及び北側で工事中(平成２７年度

末完成予定)の主要幹線道路の供用開始による利便性の向上という立地条件を踏まえて，地域に

開かれたコミュニティの醸成に向けた環境形成手法を提案すること。 

（２）テーマ２「自然と共存する神石高原町ならではの豊かな暮らしのあり方」について 

高齢者や障害者などに必要とされる良好な居住環境を備え，これらの世帯と若年子育て世帯が

安心して生活できるよう住戸間相互や共用部との関係性を考慮した上で多世代に対応し，かつ，

自然に恵まれ，自然と共存する神石高原町ならではの豊かな暮らしのあり方について提案するこ

と。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名称  町営小畠住宅建築その他工事に伴う基本・実施設計委託 

（２）業務内容等 

ア 業務内容 神石高原町小畠２１６０番地で建替を行う町営小畠住宅建築その他工事に伴う基

本設計及び実施設計 

イ 履行期間 契約締結の翌日 ～ 平成 27年 2月 27日（金） 

（３）設計与条件 

   今回の業務の実施及びプロポーザルの提案にあたっては，次の設計与条件に従ってください。 

   ア 配置計画において，犯罪や不良行為の場となる可能性があるブラインド箇所が生じないように

考慮すること。また，事故，火災（放火も含む），害虫発生等の恐れがないように考慮すること。 

   イ ごみ置場，身障者駐車場への高齢者・身体障害者の歩行ルートを確保すること。 

   ウ 駐車場の入口の計画においては，道路からの距離，縁石の切り下げの箇所数，寸法等について，

道路管理者と協議すること。 

   エ 各戸に物置を設けること。 

   オ 屋外灯計画などにおいては，積極的なＬＥＤの活用を検討すること。 

   カ 住宅性能評価における省エネルギー対策等級４への適合を標準としている。 

キ バリアフリーを前提とした設計内容とすること。 

ク 「神石高原町営住宅等の整備基準を定める条例（平成 25 年神石高原町条例第 20 号）」に規定

する公営住宅の整備基準及び「神石高原町営住宅等の整備に関する技術的基準（平成 25 年神石
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高原町告示第 33 号）」に適合した計画とすること。 

 

３ 設計者選定審査委員会 

  技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る審査は，「町営小畠住宅建替工事に伴う設

計者選定審査委員会」（委員名は別紙 3 を参照）が行います。 

 

４ 担当課 

〒720-1522 神石高原町小畠 2025 

神石高原町建設課建設係 

電話：0847-89-3338 ファクシミリ：0847-85-3394 

電子メール：jk-kensetu@town.jinsekikogen.hiroshima.jp 

 

５ 説明書に関する質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

質問は，質問内容を簡潔にまとめ，郵送，ファクシミリ又は電子メールで担当課へ提出してくだ

さい。 

なお，質問書には，担当の部署，担当者氏名，電話，ファクシミリ番号及び電子メールを併記し 

てください。 

（２）質問の受付期間 

平成 26 年 6 月 23 日（月）から平成 26年 6月 30 日（月）まで 

（郵送の場合には 6月 30 日（月）必着とします。） 

（３）質問に対する回答 

質問に対する回答は，順次，町ホームページ上に掲載します。 

なお，最終回答は，平成 26 年 7 月 2 日（水）中に町ホームページ上に掲載します。 

 

６ 現地調査について 

町営小畠住宅の現地調査可能日は 6 月 24 日（火）とします。参加希望者は，6 月 23 日（月）

の 12 時までに，前記担当課まで参加人数，事務所名，連絡先を記入のうえＦＡＸにより申し込

んでください（様式は自由です。）。参加人数は申し込み状況により，制限させていただくこと

があります。現地調査の時刻及び集合場所については，6 月 23 日（月）の 17 時までにお知らせ

します。 

また，参加表明者でなくても現地調査に参加することは可能です。 

なお，現地調査可能日以外は，入居者の日常生活の支障とならないように現地調査することは

可能です。 

 

７ 参加表明者の要件 

(１) 参加表明者の資格要件は次のとおりです。ただし，設計共同体の参加は不可とします。 

（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）神石高原町の平成 25・26 年度の測量・建設コンサルタント業務（建築関係建設コンサルタ

ント業務）の「建築一般」又は「意匠」の入札参加資格の認定を受けていること。ただし，こ
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の公示の日において認定されていない者であっても，平成 24 年 10 月 2 日付け告示第 89 号の

定めに従って当該入札参加資格の認定を申請している場合は，技術提案書の提出期限までに当

該入札参加資格の認定がなされないことを解除条件として，この要件を満たしているものとし

て取り扱う。 

（ウ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の適用を

申請した場合，裁判所からの更生手続開始決定がされている者であること。 

（エ）この公示の日から契約までの間のいずれの日においても，神石高原町の指名除外措置を受け

ていないこと。 

（オ）建築士法（昭和 25年法律第 202 号）第 23条の規定に基づく，一級建築士事務所の登録を受

けたものであること。 

（カ）広島県内に本店を有していること。 

（キ）他の企業の協力事務所として，今回のプロポーザルに参加していないこと。 

 (２) 配置する技術者の資格要件は次のとおりです。 

ア 「建築設計業務等委託契約約款」第 14条に基づく管理技術者（以下「管理技術者」という。）

１名を配置することとし，当該技術者は一級建築士であること。 

イ 管理技術者は，手持ちの業務量が件数で５件以内の者を配置すること。手持ちの業務量とは，

公示日現在管理技術者が担当している受託金額 500 万円以上（税込みとする。）の業務（本業

務を含まず，特定後未契約の業務を含む。）を言い，民間工事の設計業務を含む。 

ウ 管理技術者の下に，次表の分担業務分野に示す主任担当技術者を各１名配置すること。 

なお，管理技術者と各主任担当技術者は，兼務していないこと。 

また，主任担当技術者は他の分担業務分野の主任担当技術者を兼務していないこと。 

分担業務分野 業務内容 

総合 
建築物の意匠に関する設計並びに意匠，構造，設備に関する設

計をとりまとめる設計 

構造 建築物の構造に関する設計 

電気 建築物の電気設備等に関する設計 

機械 建築物の給排水衛生設備等に関する設計 

注）主任担当技術者とは，管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括す

る役割を担う者とします。 

エ 管理技術者は参加表明者の組織に所属していること。総合の分担業務分野を担当する主任担

当技術者は，参加表明者の組織に所属していること。 

(３) 業務の一部を再委託する場合の協力事務所に要求される資格等 

この公示の日から契約までの間のいずれの日においても，神石高原町の指名除外措置を受けていな

いこと。なお，総合の分担業務分野を再委託しないこと。 

 

８ 参加表明書の作成等 

(１) 提出書類 

ア 様式１から様式５までを作成して，担当課へ提出してください。 

イ 神石高原町の「建築一般」又は「意匠」の部門に係る一般競争又は指名競争入札参加資格の認

定を受けていない場合は，平成 25・26 年度 測量及び建設コンサルタント等業務競争入札参加
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資格審査に必要な書類を神石高原町の HP からダウンロード（下記の HPアドレス参照）し，必要

事項を記入したうえで必要書類を添付した申請書を，参加表明書受付期限（平成 26年 7月 4日）

までに「４ 担当課」を経由して提出してください。提出書類を審査したうえで，資格要件を満

たす場合は入札参加資格の認定を行います。 

記入要領等不明な点がある場合には，神石高原町総務課行財政係（0847-89-3330）にお問い合

わせください。  

  なお，技術提案書提出期限（平成 26年 7月 30 日）までに当該入札参加資格認定が受けられな

い場合は，本プロポーザルへの参加資格要件は無いものとします。 

http://www.jinsekigun.jp/ja/town/gyousei/5/shikaku_shinsa/tsuika/ 

(２) 提出書類の作成方法等 

ア 様式１（参加表明書） 

  提出者及び作成者を記載してください。 

  また，提出者としての資格要件を満たしている場合は，□にチェックを記載してください。 

イ 様式２（提出者の経歴等） 

 提出者について，次のとおり記載してください。 

① 名称 

 提出者の名称を記載してください。 

② 提出者の業務の実績 

 提出者の平成 16 年 4 月以降の業務で公示日までに業務完了しているものの実績を１件記載

してください。記載内容を別紙１の判断基準に則って評価対象とします。 

ウ 様式３（管理技術者の経歴等） 

管理技術者について，次のとおり記載してください。 

① 氏名 

技術者の氏名を記載してください。 

② 所属，役職 

技術者の所属する組織及び役職を記載してください。 

③ 保有資格 

技術者の保有する一級建築士の登録番号を記入するとともに，資格を証明する書類（免許証

の写し等）を提出してください。 

④ 業務の実績 

管理技術者が担当した平成 16 年 4 月以降の業務で公示日までに業務完了しているものの実

績を，１件記載してください。記載内容を別紙１の判断基準に則って評価対象とします。ただ

し，増築工事の場合は，増築部分を対象として記載してください。 

なお，再委託を受けた業務の場合，発注者欄に契約相手方を記載し，事業主を( )書きして

ください。 

⑤ 受賞歴 

建築関係建設コンサルタント業務のうち，別紙７に掲げる賞（建設することを前提としたも

のを対象とし，イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としません。）の受賞歴（以下「受

賞歴」という。）があるものについて，賞の名称，受賞年月，対象施設の名称，施設用途及び

規模・構造並びに従事した立場を記載するとともに，受賞実績がわかるもの（賞状のコピー，
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掲載された雑誌のコピー等）を添付してください。 

なお，受賞歴は３件まで記載してください。ただし，同一物件において複数の機関から受賞

していたとしても，１件と評価します。 

⑥ 継続教育（ＣＰＤ） 

継続教育（ＣＰＤ）に係る時間を取得している場合は，前年度（４月１日～翌３月 31 日）

における認定時間を記載し，「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しを添付してください。 

⑦ 手持ち業務の状況 

公示日現在の手持ち業務の状況について記載のうえ，提出してください。 

エ 様式４（主任担当技術者の経歴等） 

    主任担当技術者別に，様式３と同様に記載してください。 

    ただし，「③保有資格」については，技術者の保有する資格のうち，次の資格評価表に記載さ

れた当該分野の資格を記載するとともに，当該資格を証明する書類（資格者証の写し等）を添付

してください。 

分担業務分野 評価する技術者資格（評価順） 

総合 
一級建築士 

二級建築士 

構造 

構造設計一級建築士 

一級建築士 

二級建築士 

電気 

設備設計一級建築士 

建築設備士，技術士，一級建築士 

一級電気工事施工管理技士 

二級電気工事施工管理技士 

機械 

設備設計一級建築士 

建築設備士，技術士，一級建築士 

一級管工事施工管理技士 

二級管工事施工管理技士 

    また，「⑤受賞歴」については，総合主任担当技術者についてのみ記載してください。 

オ 様式５（協力事務所の名称等） 

    業務の一部を再委託する場合には，協力事務所の名称，再委託する理由及び内容等を様式に従

い記入してください。（主任担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入

してください。）   

 (３) 参加表明書の受付等 

ア 受付期間 

    平成 26 年 6 月 23 日（金）から平成 26年 7 月 4日（金）まで 

イ 提出部数等 

１部を担当課へ持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下同じ。）して

ください。提出に要する費用の負担は提出者の負担となります。 

持参される場合は受付期間の神石高原町の休日を定める条例（平成１６年神石高原町条例第２
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号に基づく町の休日（以下「休日」という。）を除く毎日９時から 17 時まで。（郵送の場合に

は平成 26年 7月 4日（金）必着とします。） 

 

９ 技術提案書の提出者の選定 

設計者選定審査委員会で，提出された参加表明書の評価を行い，技術提案書を提出できる者を選

定します。選定の結果は，選定委員会終了後，提出者全員に通知します。 

(１)  選定のための基準等 

ア 技術提案書の提出者を選定するための基準 

別紙１「技術提案書の提出者を選定するための基準」のとおりです。 

イ 技術提案書の提出者の選定数等 

    技術提案書の提出者は５者程度を選定します。 

(２) 選定結果の通知 

平成 26 年 7 月中旬 

なお，選定結果（選定された提出者名，全ての提出者の評価基準毎の点数等）は，町ホームペー

ジに掲載し公表（別紙６－１）することとしています。 

(３)  非選定に関する事項 

ア 参加表明書を提出した者のうち，技術提案書の提出者として選定されなかった者に対しては，

選定されなかった旨とその理由（非選定理由）を書面（非選定通知書）により通知します。 

イ 上記アの通知を受けた者は，通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内

に，書面（様式は自由）により，神石高原町長に対して非選定理由について説明を求めることが

できます。 

ウ 上記イの回答は，説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して 10日以内に書面によ

り行います。 

エ 非選定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。 

ａ 受付場所 ４担当課に同じ 

ｂ 受付時間 ９時から 17 時まで 

オ 非選定結果（選定された提出者名，全ての提出者の評価基準毎の点数等）は，町ホームページ

に掲載し公表（別紙６－１）することとしています。 

 

10 技術提案書の提出等 

(１) 提出書類 

上記９（２）により選定の通知を受けた者で技術提案書の提出を希望する者は，様式６から様式

９までを作成して，担当課へ提出してください。 

なお，様式７～様式９には，各１部の裏面に提出者名を記載することとし，残りの９部並びに全

ての表面には提出者（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）

はしないでください。 

(２) 提出書類の作成方法等 

各様式とも１枚に収めてください。書類の作成に用いる言語は日本語，通貨は日本円，単位は日

本の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）によってください。文章の文字サイズは８．０ポ

イント以上，イメージ図等の注釈は６．０ポイント以上程度とし，判読できるものとしてください。 
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様式８の作成に当たっては，基本的考え方を文章で簡潔に記載することを原則としますが，文章

を補完するための最小限のイメージ図，模式図，概念図や，既存建築物の写真等の使用は認めます。

（引用した既存建築物の名称は具体的に記入してください。） 

なお，提案内容を具体的に表現するためのスケッチ等を，規定する範囲（150 平方センチメート

ル以内の大きさで位置は任意）１箇所に限定して記載することを認めます。（別紙８を参照してく

ださい。） 

提出書類について，この説明書及び別紙の書式に示された条件に適合しない場合は減点または無

効とすることがあります。（別紙９を参照してください。） 

  ア 様式６（技術提案書） 

  イ 様式７（業務実施方針及び手法） 

    業務の実施方針，取組体制，設計チームの特徴及び特に重視する設計上の配慮事項（様式８に

記載する内容を除く。）等を簡潔に記述してください。 

なお，技術提案書の提出者が，他の建設コンサルタント等の協力を得て，又は学識経験者の援

助を受けて業務を実施する場合には，技術提案書にその旨を明記してください。 

ウ 様式８ 

２（３）「設計与条件」に従ったうえで，「町営小畠住宅の設計にあたって求められる視点・要

素」（本説明書末尾）を踏まえて，評価テーマに対する技術提案を記述してください。 

エ 様式９（過去の作品） 

管理技術者が携わった設計業務のうち，平成 16 年 4 月以降で公示日までに竣工している建築

物を２件まで選び記載してください。（評価対象ではありませんが，技術提案書を審査する際の

参考とします。） 

建物概要（配置図，平面図，立面図，透視図，写真，設計意図等で説明にあたって必要と考え

るもの）を１件ごとに，本様式１枚にまとめて添付してください。 

(３) 技術提案書の受付等 

ア 受付期間 

平成 26 年 7 月 23 日（水）から平成 26年 7月 30 日（水）まで 

イ 提出部数等 

様式６は１部，様式７～様式９は 10 部（左綴じ，カラー使用可）を担当課へ持参又は郵送し

てください。ただし，提出に要する費用の負担は提出者の負担となります。 

持参される場合は上記期間の休日を除く毎日９時から 17 時まで。（郵送の場合には 7月 30 日

（水）必着とします。） 

 

11 技術提案書の特定 

設計者選定審査委員会で，提出された技術提案書及びヒアリングによる評価を行い，技術提案書

を特定し，設計者の候補者（以下「候補者」という。）として，特定者１名，次点者１名を特定し

ます。特定の結果は，選定委員会終了後，提出者全員に通知します。 

(１) ヒアリングの実施 

   平成 26 年 8月上旬 

   提出された技術提案書をもとにヒアリングを行います。なお，ヒアリングは公開で行います。 

   また，ヒアリングの日時，場所等は技術提案書の提出者に別途連絡します。 
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(２)特定のための評価基準等 

別紙２「技術提案書を特定するための基準」のとおりです。 

(３)特定結果の通知 

  平成 26 年 8 月下旬 

なお，特定結果（特定された提出者名，全ての提出者の評価基準毎の点数等）及び技術提案書の

一部（様式８）は，町ホームページに掲載し公表（別紙６－２）することとしています。 

また，候補者に対する通知は，単に事実上の行為であり，設計者として決定したものではありま

せん。 

(４) 非特定に関する事項 

ア 提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては，特定されなかった旨とその理由（非特

定理由）を書面により通知します。 

イ 上記アの通知を受けた者は，通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内

に，書面（様式は自由）により，神石高原町長に対して非特定理由について説明を求めることが

できます。 

ウ 上記イの回答は，説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面によ

って行います。 

エ 非特定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は次のとおりです。 

ａ 受付場所 ４担当課に同じ 

ｂ 受付時間 ９時から 17 時まで 

 

12 契約書作成の要否等 

(１) 本業務の契約は，町と設計者の２者契約とし，候補者とは見積もり合わせのうえ，契約書を作成

するものとします。契約書（案）及び特記仕様書（案）は別紙４及び別紙５のとおりです。なお，

新築工事費 130 百万円程度，解体工事費 9百万円程度（税抜き）を想定しており，特記仕様書に記

載の設計与条件等に従って設計業務を行い，設計金額を予算内に納めてください。 

(２) 本業務の参考業務規模は，12百万円程度（税抜き）を想定しています。 

 

13 その他の留意事項 

(１) 本業務によって設計される町営小畠住宅建築その他工事の工事監理については，業務委託する予

定としています。 

(２) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

(３) 業務の実績及び過去の受賞歴については，日本国内の業務の実績及び受賞歴をもって判断するも

のとします。 

(４) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非選定通知を受けた者は，技術提案書を提出でき

ないものとします。 

(５) 提出された参加表明書，技術提案書は返却しません。 

(６) 提出された技術提案書の著作権は，その提出者に帰属することとします。 

(７) 提出された参加表明書は，技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しません。 

なお，選定に必要な範囲において複製を作成することがあります。 
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(８) 提出された技術提案書の一部（様式８）は，技術提案書の特定後，特定及び次点に限らず，すべ

て町ホームページ等に掲載することとしています。 

 特定（次点も含む。）されなかった技術提案書の町ホームページ等への掲載を，承諾しない場合

には，その旨を技術提案書（様式６）に明記してください。 

(９) 参加表明書及び技術提案書の提出は，１参加企業につき１申請とします。 

(10) 提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めません。 

また，参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定技術者は，原則として変更できません。た

だし，病気，死亡，退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には，同等以上の技術者であ

るとの発注者の了解を得なければなりません。 

(11) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には，参加表明書又は技術提案書を無効と

するとともに，虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがあります。 

(12) 本業務を受注した建設コンサルタント等（協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。）が

製造業及び建設業と資本・人事面等において関連があると認められる場合，当該関連を有する製造

業及び建設業の企業は，本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことはできません。 

(13) 本設計者選定審査委員会の委員及び委員が関係する建築士事務所に所属する者は，本プロポーザ

ルに参加できないこととします。 

(14) 提出者（提出を予定している者を含む。）又はその関係者は，技術提案書の提出者の選定及び技

術提案書の特定に関して，設計者選定審査委員会の委員に接触することを禁止し，接触の事実が認

められた場合には，失格とすることがあります。 

(15) 本業務は，プロポーザル方式により設計者を選定するものであるため，具体的な設計内容は，技

術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとします。 

(16) 今後の社会情勢や財政事情の変化，その他不可抗力等により，事業計画の変更又は中止をする場

合があります。この場合，参加者に対して町は一切の責任を負わないものとします。 
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計画範囲図-1 
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計画範囲図-2(航空写真) 
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町営小畠住宅を設計するにあたって求められる視点・要素 

 

１ 町営小畠住宅は，公営住宅法の目的である住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で賃貸する

住宅であり，国庫補助金を受けて整備するものである。これを踏まえた上で，地域に配慮し，一般

の賃貸住宅と比べて著しく華美とならないよう，コスト面を重視した合理的な計画とすること。 

 

２ 地球環境問題への対応として，先導的な環境配慮がなされたものとし，コスト面を含め実現可能

性が高いものとすること。 

 

３ 町営住宅では，敷地内の共用部分は入居者管理を原則としており，過度な負担が生じないよう配

慮すること。例えば，植樹に関しては，中低木の剪定等の管理は入居者管理が基本であることから，

手入れが容易で，適度な量とすることにより，過度な管理負担が発生しないよう考慮すること。 

 

４ 公営住宅の性質上，住宅の入居者は地域から孤立する傾向にある。このため，本住宅団地につい

ては，地域の住民自治組織である小畠自治振興会との良好な関係を築きつつ，地域活動に積極的に

協力することで地域から見守られる存在となれるよう，地域との良好な相互関係が構築可能な魅力

ある団地デザインとすること。 

 

５ 今後ますます増加する高齢者にも配慮した団地計画とすること。近隣の町立病院，高齢者福祉施

設等への通院，通所などの利便性を鑑み，当該住宅入居高齢者の終の棲家として誇りを持ち人生を

楽しめるような居住環境とすること。 

 

６ 本町住宅入居者の昨今の特異な現象として，農業に興味を持ち定住を希望する若い単身者や，都

市部の生活を離れ自然豊かな環境で子育てをすることを望む若年世帯が微増の傾向にある。このこ

とは，定住対策を最優先課題の一つとして掲げる本町の方向性と合致するものであることから，本

住宅が彼ら若年定住希望者の受け皿となるよう，自然と共存する神石高原町ならではの豊かな暮ら

しのあり方を建築設計の視点から考察した上で，提案すること。 

 

７ 国庫補助を受ける公営住宅であることからコスト面を重要視しながらも木材を積極的に活用し，

出来るだけ長期にわたり使用可能な公営住宅を建築設計すること。また，神石高原町の大工職人達

が扱いやすく，彼らが民間住宅に対しても積極的に普及提案できるような木造建築工法を採用する

こと。 

 

８ 神石高原町の気候の特色（寒暖の差，冬季の積雪等）を充分理解した上で，神石高原町の自然環

境に適応した公営住宅を提案すること。 

 

９ 神石高原町の公営住宅は１０年後，約半数は国が示す公営住宅の耐用年数を超える。これらを随

時建替，若しくは改築することを前提とした上で，今後，神石高原町における住宅行政の指針及び

建築モデルとなり得る建築設計を期待する。 


