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Ⅰ 整備事業 

１ 事業概要 

（１） 事業名称 

「（仮称）道の駅北郷」施設整備事業 設計デザイン技術提案 

（２） 整備主体 

宮崎県日南市 

（３） 整備位置 

   日南市北郷町郷之原乙１４７７番地 他 

（旧役場跡地及び北郷農村環境改善センター敷地他） 

（４） 整備施設 

道の駅の認定を目指した施設整備（国土交通省の登録に必要な休憩施設、情

報発信施設、地域振興施設及び駐車場や遊具施設等が一体となった施設） 

（５） 概算工事費（見込み）（平成30年10月現在） 

総額約４～６億円（消費税込、既存施設解体及び樹木等撤去費用別） 

（６） 事業スケジュール（案） 

平成31・32年度 基本設計・実施設計 

平成32・33年度 建設工事 

平成34年度 開業 

 

２ 目指す道の駅のビジョン 

（１） 日南市全体への波及効果を及ぼす施設 

① 東九州自動車道から日南市への北の玄関口としての機能 

東九州自動車道の車両通行における日南市への北の玄関口と位置づけ、そこか

ら飫肥～油津～南郷へと回遊させるなどして、日南市全体への波及効果があるも

のにする必要がある（観光・消費）。 

 

（２） 北郷地区の活性化（経済・観光振興）・地域づくり（福祉・協働）の視点 

① 北郷地区の経済を促進 

特産品の販売をはじめ、雇用の創出を図ることが重要である。そのためには、

交流人口を促進するため、魅力ある施設を構築する必要がある。 

② 地域生活拠点づくりに効果的 

本市都市計画マスタープランでは、都市機能を中心に寄せる考え方ではなく、

「地域分散型」を推奨している。 

北郷地区においても、現在の都市機能を活かしながら、コンパクトなまちづく

りを目指していくことから、道の駅の果たす役割は大きいと考える。 

③ まちづくり、人づくりの拠点 
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今後、人口減少・高齢化が進む中において、北郷地区の課題解決を図るまちづ

くりの拠点となることが重要である。 

また、地域の方々が増えることで、地域コミュニティの更なる強化につながる

と考える。 

 

 ３ 基本コンセプト 

道の駅の認定を目指した施設「（仮称）道の駅北郷」の基本コンセプトは、上述の

「目指す道の駅のビジョン」を前提に、「（仮称）道の駅北郷整備計画策定に係る市民

ワークショップ」の意見を踏まえ、以下のとおり設定する。 

■ 基本コンセプト 

  一般的に道の駅と聞いて誰もが思いうかべるのは特産品等の販売であるが、北郷

地区の「目指す道の駅のビジョン」では、経済活性化の視点に加えて、「まちづく

り・人づくりの拠点」として、地区の課題解決や地域コミュニティの強化につなが

る道の駅を重視することが北郷地区民の意向であり、当地区の特徴となっている。 

このため、新たな雇用を生みだし、高齢者の生きがいや防災の拠点になる『地域

住民のための道の駅』を、最上位のコンセプトとして設定する。 

同時に、安定した雇用を生み出すには交流人口の確保が必須であり、来訪者に対

しては、「北郷らしい体験ができる道の駅」として、温泉や北郷の味・料理、自然や

文化、住民活動等を活かし「ヨソから来て、また来たくなる」道の駅を目指すこと

とし、さらに、親子がくつろげる遊びや憩いの場の創出も図る。 

最終的には、道の駅が核となり若者の活躍や定住につなげるとともに、インバウ

ンドに対応した国際的な交流を生み出す道の駅として「ふるさとの未来につながる

道の駅」を目指すこととする。 

また、日南市には「道の駅酒谷」や「道の駅なんごう」が先進的な取り組みをし

ているため、連携することで日南市全体の活性化に資することも重要である。 

 

４ 敷地概要等 

（１） 建設場所 

① 区域区分：都市計画区域外 

 ② 周辺道路：県道28号日南高岡線・市道沖水線 

（２） 敷地面積 

約16,000㎡ 

（旧北郷町総合支所、農村環境改善センター及びふれあい交流センターまでを

敷地とする。） 
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Ⅱ 設計デザイン技術提案に係る募集内容 

１ 目的 

本件は、東九州自動車道の車両通行における日南市への北の玄関口と位置づけ、北

郷地域における中山間の振興、まちづくりの拠点となり、本市全体の活性化に資する

施設、また国土交通省の道の駅登録を目指した施設を整備するために、その施設の設

計業務を行うにあたり、相応しい設計デザインを公募するものである。 

   

 ２ 審査体制 

（１） 選定については、作品を審査する審査委員会を設置する。 

（２） 事務局に、実現性等の確認を行うため専門アドバイザーを置く。 

（３） 審査は、原則として２段階とする。 

（４） １次審査は、事務局において最優秀候補を数点選考し、市民への公開と２次

審査を行う。また、２次審査の参考として、市民への公開の期間中に市民によ

る投票を行う。 

（５） 作品出展に関する詳細については後記のとおりとする。 

（６） 審査の結果、選定の基準を１者も満たさない場合には、該当者なしとする。 

 

３ 応募・審査スケジュール 

 （１） 応募 

   ① 応募要項開始 

平成30年10月15日 

※募集要項など必要なものは、日南市ホームページからダウンロード可能 

   ② 登録受付開始 

平成30年10月15日～平成30年11月５日 

※本応募には、別添の参加表明書（様式第１号）及び暴力団排除に関する誓約

書兼照会承諾書（様式第３号）の提出が必要です。 

※参加表明後、辞退される場合は別添の辞退届（様式第２号）を提出して下さ 

い。 

   ③ 質疑受付期間 

平成30年10月15日～平成30年10月29日17時必着 

※質疑がある場合は、別添の質疑書（様式第４号）に必要な事項を記入し、電

子メールにて件名を「質疑書」として事務局宛に送付 

   ④ 質疑回答 

平成30年10月15日～平成30年11月５日 

※随時、日南市ホームページにて質疑に対する回答を公表 
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⑤ 作品受付期間 

平成30年11月５日～平成30年12月19日 

（２） 審査 

   ① １次審査期間 

平成30年12月19日～平成30年12月26日 

   ② １次審査結果公表 

平成30年12月26日 

   ③ 市民公開及び投票期間 

平成31年１月11日～平成31年２月12日 

   ④ ２次審査 

平成31年２月中旬（予定） 

   ⑤ 審査結果発表 

平成31年２月中旬（予定） 

   ⑥ 委託契約 

平成31年２月下旬から３月下旬（予定） 

 

４ 提案 

（１） 提出図書 

① （仮称）道の駅北郷の全敷地外観パース及び概要説明 

１） 外観パース：Ａ２横×１枚  

建築物等の外観は２パターンまで提出可能とする。 

２） 概要説明：Ａ４縦（枚数任意） 

② （仮称）道の駅北郷の内観パース（物産館、レストラン、トイレ、遊具）及び

概要説明 

 １） Ａ３横に、各パース及びその説明を併記（枚数任意） 

③ 各施設の建築計画（設計趣意、配置図、立面図、アクセス及び動線の考え方） 

 １） 様式及び枚数は任意 

④ 景観に関する考え方（緑化、眺望など） 

 １） 様式及び枚数は任意 

  ⑤ 必要機能一覧表 

用途 機能 規模 その他 

駐車場 24時間利用可能 6,000㎡程度 

普通車110台程度 

大型車４台程度 

身障者２台程度 

休憩機能 
トイレ 

（24時間利用可能） 
100㎡程度 

男性（小４、大２程度） 

女性（５程度）を最低個
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数とし、多機能、洗面器

パウダーコーナー、子供

コーナー（男女各１程

度）、ＬＧＢＴ等を考慮

した提案とすること 

情報発信機能 
道路交通情報、災害情報、観光情報等を発信する施設。 

駐車場とトイレとの動線上に情報発信機能を計画すること 

地域振興施設 

物産販売 300㎡程度  

飲食販売 200㎡程度 客席数65席程度を想定 

観光案内、休憩室 200㎡程度  

図書機能 
地域振興施設内に、親子等が本とふれあえる空間を提案すること。 

（例：ブック＆カフェ等） 

防災機能 

防災倉庫 100㎡程度 備蓄倉庫 

太陽光発電 
観光案内、又は防災倉庫施設への電力供給を

補助する程度の電源として利用。 

遊具広場 複合遊具等 2,500㎡程度 

親子がゆっくりとくつ

ろげる、本駅のメインの

１つとなるような空間

づくりをすること 

車両出入口 

市道沖水線を出入口とし、県道交差点等との交通安全対策を考慮する

こと。 

北郷図書館への出入口を確保しておくこと。 

 

ＥＶ充電 電気自動車の充電スペースを設けること 

交通拠点 
路線バスとコミュニティーバスとの結節拠点

（バス停）を設けること 

各施設とも飫肥杉材の使用を提案すること 

 

⑥ 既存施設の利用方針 

名称 規模 方針 

旧北郷町総合支所 1,549㎡ 全て解体 

農村環境改善センター 2,030㎡ 全て解体 
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林業会館 372㎡ 全て解体 

ふれあい交流センター 721㎡ 既存のまま利用 

（２） 作成要領 

  ① 使用する言語、通貨及び単位 

   日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第 51号）に定め

る単位とする。 

（３） 提出方法等 

  ① 提出受付期限 

１） 平成30年12月14日17時必着 

   ２） 持参受付は、平日の９時から17時まで 

  ② 提出方法 

   １） 送付もしくは事務局まで持参 

   ２） 送付する場合には、期限までに事務局必着とし、封書の表に「（仮称）道

の駅北郷施設整備事業設計デザイン」と朱書きにより明記すること。 

   ３） 送料は応募者負担とする。 

   ４） 配送中の破損、遅延等については、責任を負わない。 

  ③ 提出書類の取扱 

   １） 提出図書は返却しない。 

   ２） 審査上複製を作成することがある。 

   ３） 提出図書を展示する場合があるので、了承の上応募すること。 

      なお、展示にあたっては、応募者氏名等は標記しないこととする。 

 

５ 契約 

審査の結果、相応しい設計デザインを提案された応募者と、委託契約を締結する 

こととする。 

   また、本委託は設計デザインまでの業務であり、その後の詳細設計等の業務につ 

いては、確約するものではない。 

（１） 委託料 

金3,500,000円 

（２） 委託契約期間 

   契約締結日から平成31年３月31日まで 

（３） 権利の帰属 

   本業務の成果物に係る著作権等は、日南市に帰属する。 
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６ 審査結果公表 

（１） 審査結果公表 

   １次及び２次審査の結果は、市のホームページで公表するとともに、全ての応募

者に結果を通知する。 

（２） その他 

  ① 失格要件等 

   次のいずれかに該当する者は失格とします。 

   １） 応募受付期間内に、参加表明（様式第1号）及び暴力団排除に関する誓約 

書兼照会承諾書（様式第３号）（以下、「事前登録」という。）を行ってい 

ないもの 

２） 事前登録に虚偽の記載があるもの 

   ３） 提出期限までに作品が提出されなかったもの 

   ４） 他者の作品又は提出図書を盗用した疑いがあると認めたもの 

   ５） 事前登録された者以外の者が作成したもの 

６） 作品が既に公表または他のコンペに提出されているもの 

   ７)  作品が本募集要項で定める条件・仕様等に適合しないもの 

   ８） 同一人物またはグループが複数の作品を応募したもの 

   ９） 作品が第三者の権利を侵害しているもの 

10)  応募者または応募者の属する団体が、次に掲げるいずれかに該当するもの 

   ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十

七号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特

殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を

追求する集団若しくは個人、またはこれらに準じる者（以下、総称して「反

社会的勢力」という。）であること。 

イ 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、

資本・資金を導入され、若しくは資本・資金関係の構築を行われ、または

経営に実質的に関与されること。 

ウ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接

的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与する

こと。 

エ 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して

脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用

い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨

害する行為、その他これらに準ずる行為を行うこと。 

オ 上記のほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 
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    11） その他、選定委員会が不適切とみとめたもの 

 

７ 問合せ及び応募書類提出先 

〒887-8585 

宮崎県日南市中央通１－１－１ 

日南市 総合政策部 総合戦略課 地域政策係 

「（仮称）道の駅北郷」設計デザイン係（担当：竹下、釋迦郡） 

ＴＥＬ：0987-31-1128 

ＦＡＸ：0987-23-1853 

ＥMail：c-seisaku@city.nichinan.lg.jp 
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（仮称）道の駅 北郷 位置図 
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（仮称）道の駅 北郷 位置図 

整備予定箇所 

至 宮崎市（未供用区間） 

E78 

 

至 飫肥市街地 至 日南市街地 
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