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県営西公園展望施設基本・実施設計業務プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

県営西公園の頂上に位置するエリアに展望施設（外構含む）及びメインアプローチを一

体的に整備するため、県営西公園展望施設基本・実施設計業務を委託するに当たり、公募

型プロポーザル方式により高度な設計能力及び豊富な経験を有する者を選定するために

必要な事項を定める。 

 

２ 一般事項 

（１）業務名 

県営西公園展望施設基本・実施設計業務 

（２）業務内容 

西公園展望施設（外構含む）及びメインアプローチ整備に係る基本設計及び実施設計 

（３）履行期間 

契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで 

（４）発注者 

福岡県 

（５）施行箇所 

  福岡県福岡市中央区西公園地内 

（６）委託料の上限 

３０，０００千円（消費税及び地方消費税含む） 

※追加調査（測量、地質など）は委託料に含む。 

（７）事務局 

福岡県 建築都市部 公園街路課 公園緑地係 

所在地   〒８１２－８５７７ 福岡県福岡市博多区東公園７番 7号 

電話番号  （０９２）６４３－３７５７ 

ＦＡＸ番号 （０９２）６４３－３７５２ 

電子メール  park@pref.fukuoka.lg.jp 

 

３ 設計対象施設の計画概要 

（１）計画の背景 

県営西公園は、自然の地形や樹木、丘陵からの眺望を活かした風致公園でありながら、

その魅力を十分に活かしきれていない現状であったことから、都心に近い憩いの拠点と

し、公園の持つポテンシャルを最大限活かしながら、にぎわいのある公園としていくこと

を目的に令和３年９月に「県営西公園再整備基本計画※」を策定している。 
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再整備基本計画においては「眺望」のポテンシャルを最大限活かすため、山頂部の展望

施設広場において、３６０度開けた眺望を活かした展望施設を整備することで魅力の向

上を図ることとしている。 

※「県営西公園再整備基本計画」は、次のホームページを参照すること。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nishi-park-kihonkeikaku.html 

 

（２）目指す姿とコンセプト 

○西公園を象徴する新たなランドマークの形成 

西公園のみどり豊かな景観との調和を図りつつ、西公園を象徴する展望空間となるよ

う、既存の公共施設の様式にとらわれない自由な発想により、本県の新たなランドマーク

となるべきデザインを目指す。福岡市内中心部と博多湾を見渡す３６０度の眺望体験を

展望施設利用者に提供する。 

〇自然景観や歴史的構成要素など西公園の持つ特性と調和したランドスケープ・デザイン 

来園者が展望施設に至るまでのメインアプローチは、自然景観や歴史的構成要素など

西公園の持つ特性との調和に配慮しつつ、利用者が歩きたくなるような空間を提供する。 

〇夜間の景観 

展望施設利用者が夜間も安心して利用できるよう照明を用いて、安全性や夜間の視認

性にも配慮し、豊かな夜景体験を提供する。 

 

（３）計画施設概要 

〇施設名称 西公園展望施設 

〇施設用途 展望施設（建築基準法上の建築物） 

〇計画範囲 展望施設（外構含む）及びメインアプローチ 

 

 

  

※実施設計範囲を除く提案範囲は、本プロポーザルにおいて提案を受け付けるが、業務は別途発注予定 

※詳細については（資料_１０）計画範囲を参照すること。 
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４ 設計条件 

（１）敷地条件 

①敷地の条件等 

・設計対象面積  ：約１７０，０００㎡ （西公園全体面積） 

         ：約３００㎡ （展望施設敷地面積） 

         ：約６０ｍ （メインアプローチ延長（実施設計範囲）） 

         ：約１００ｍ （メインアプローチ延長（提案範囲）） 

・区域区分    ：市街化区域 

・用途地域    ：第一種住居地域 

・高度地区    ：第二種１５ｍ高度地区 

・防火・準防火地域：準防火地域 

・その他の地域地区：風致地区（第３種風致地区） 

・文化財調査   ：埋蔵文化財包蔵地ではない。 

【参考】第３種風致地区の制限 

・高さ：１５ｍ以下 

・建蔽率：４０％以下 

・外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(道路に接する部

分)：２ｍ以上 

・外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離(その他の部分)： 

１ｍ以上 

・みどり率：３０％以上 

※詳しい内容は、「福岡市風致地区内建築等規制条例」を参照すること。 

 

（２）建設条件 

・全体工事費：３億円以内（消費税地方消費税含む） 

（メインアプローチの整備も含むものとする。） 

・工事完了予定：令和７年３月 

※現時点での想定であり、工事の進捗状況等により変更する。 

 

（３）仕様・要求事項 

①展望施設 

・建築面積：３００㎡以内 

・構  造：提案による 

（最大高さは、第３種風致地区の制限に基づき１５ｍ以下とすること） 

・階  数：提案による 

・機  能：機能一覧を参照  
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機能一覧 

名称 機能 

全般 ・建築基準法上の建築物として提案すること。 

・展望施設は、「展望スペース」と「休憩スペース」を必須機能とし

て提案すること。 

・トイレ、飲食・売店、水道・ガスの機能は設置不可。 

展望スペース ・最上部には必ず展望スペースを設けること。 

・複数の利用者が同時に滞在できるよう十分な面積を確保すること。 

・３６０度（全方位に対して）眺望が確保できる形状とすること。 

休憩スペース ・展望施設利用者の休憩用の空間を設けること。 

階段・スロープ ・展望スペースにアクセスできる、階段又はスロープなどの機能を設

けること。 

・エレベーターは、設置しない。 

その他 ・夜間利用を考慮し、展望施設には照明を設置すること。 

 

②外構・メインアプローチ 

・県営西公園再整備基本計画に定める「にぎわいの核」エリアから展望施設へのメインア

プローチを含む展望施設の外構整備を提案すること。 

・夜間利用を考慮し、中央駐車場から徒歩で安心して展望施設へ通行できるよう、メイン

アプローチでの照明の設置により明るさを確保すること。 

 

③その他 

・展望施設（外構含む）及びメインアプローチ周辺の地形、標高等の自然環境を考慮し、

構造や施工性において実現可能な提案とすること。 

・対象地は光雲神社の背景になる森であり、都心部でまとまった緑量をもつ貴重な場所で

あるため、眺望に影響のある範囲の樹木のみ伐採・剪定するに留めることで、良好な眺

望を確保すること。 

・樹木の伐採・剪定費用は、全体工事費に含める。ただし、樹木を除く既存の公園施設の

撤去費用は、全体工事費に含める必要はない。 

・「福岡県営西公園再整備デザインコード（福岡県建築都市部公園街路課作成）」（資料_９）

を参考として提案すること。 

・都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂第２版】（国土交通省 令和４年３月）

の基準を満たす必要はない。 
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５ 全体スケジュール 

 

内容 日時 

実施要領等の公表（公示日） 令和５年２月２８日（水） 

質問書の受付期限 令和５年３月１６日（木） 

質問書に対する回答 令和５年３月２３日（木） 

参加表明書等の提出期限 令和５年３月３０日（木） 

提案図書の提出期間 令和５年３月３１日（金）～４月６日（木） 

書類審査結果の通知 令和５年４月１４日（金） 

最終審査 

（プレゼンテーション・ヒアリング） 

令和５年４月２８日（金） 

特定・非特定通知書の発送 令和５年５月１０日（水） 

 

６ 資格要件 

（１）参加者の要件 

公示日現在において、次の①から⑨までのいずれにも該当している者、又は、次の①か

ら⑨までのいずれにも該当している者を代表構成員（構成員中で出資比率が最大の者を

いう。）とし、次の①から⑤まで、⑧及び⑨のいずれにも該当している者を構成員として

自主結成された設計共同体（構成員の数は３者以内。以下「ＪＶ」という。）とする。 

 

① 設計について、「福岡県が施工する建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者

に必要な資格」（平成２８年３月福岡県告示第２１９号）に定める資格を得ている者

（参加表明書提出時点において令和４年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿

（以下「入札参加資格者名簿」という。）登載者）であって、令和４年度設計事務所調

査カードを福岡県に提出している者であること。 

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する者でないこと。 

③福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱（昭和６２年６月３０日総務部

長依命通達）に基づく指名停止期間中でないこと。 

④福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱（昭和５４年９月２２日総務部長

依命通達）第７条第２項の規定に基づく措置期間中でないこと。 

⑤会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始申立てがなさ

れている者でないこと（更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決

定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載者

を除く。）。 

⑥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
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録を受けていること。 

⑦平成２０年４月１日以降に、元請として国又は地方公共団体が発注する公共建築工事

の基本設計業務若しくは実施設計業務を行い、引き渡した実績があること。 

⑧単体参加者、ＪＶの各構成員は、本プロポーザルの他の単体参加者又はＪＶの構成員並

びに協力事務所ではないこと。 

⑨本プロポーザルの他の提案者と、経営上密接な関連がないこと。 

なお、経営上密接な関連がある会社とは、次のいずれかに該当する会社をいう。 

(ア) 人的関係のある会社 

(イ) 親会社と子会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある会社 

(ウ) 親会社の営業権の一部譲渡により入札参加資格を得た子会社と親会社 

(エ) 事業協同組合とその構成員の関係にある会社 

 

（２）配置技術者の要件 

業務主任技術者及び実務主任技術者の配置についてそれぞれ①及び②に掲げる要件を

満たすものとする。 

 

①業務主任技術者 

業務主任技術者は、次のいずれにも該当する者を配置すること。 

(ア) 参加者の組織に所属していること。この場合において参加者が、設計共同体であ

る場合は代表構成員に所属していること。 

 (イ) 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有する者 

 

②実務主任技術者 

 建築（意匠）、建築（構造）、建築（積算）、電気設備及びランドスケープの各部門の

責任者として、実務主任技術者を１名ずつ選定し、配置（兼任は可能とする）すること。 

１）建築（意匠）部門の責任者は、次のいずれにも該当する者とする。 

(ア)建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有する者 

(イ)参加者の組織に属している者 

２）建築（構造）部門の責任者は、建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を

有する者とする。 

３）ランドスケープ部門の責任者は、次のいずれかに該当する者とする。 

 (ア)登録ランドスケープアーキテクト（略称ＲＬＡ）の資格を有する者 

(イ)都市計画及び地方計画部門もしくは造園部門シビルコンサルティングマネージャ

ー（略称ＲＣＣＭ）の資格を有する者 

  （ウ）造園設計業務もしくはランドスケープデザイン業務に５年以上の経験を有する者 
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［留意点］ 

・協力事務所（参加者の組織でない事務所で、専門分野において技術の提供等をおこなう

事務所）へ再委託等をする場合は、当該協力事務所が、本プロポーザルの参加者（当該

参加者が設計共同体である場合は、その代表構成員及び構成員）でないこと。なお、協

力事務所としての重複は妨げない。 

・②のうち、建築（構造）、建築（積算）、電気設備及びランドスケープの各部門の実務主

任技術者は、参加者の組織に所属している必要はない。 

・３）（ウ）に該当する場合は別途「実務主任技術者（ランドスケープ部門）の経歴書（様

式第４号）及び任意の経験を証する書類」を提出すること。 

 

７ 制限事項等 

（１）提案者が次のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルに応募することができない。 

①審査委員会の委員及びその親族 

②審査委員会の委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の

組織に属する者 

③その他、審査委員会の委員と実質的な関わりが深いと認められる者が在職している法

人その他の組織に属する者 

（２）提案は、１提案者、１事務所等につき１のみとし、複数提案した場合は、その全て

を無効とする。 

 

８ 提案者に提供する書類 

提案者には、次の書類を提供する。なお、提供する書類は、提案者が福岡県のホームペ

ージからダウンロードすることができる。 

（１）参加表明書（単体）（様式第１－１号） 

（２）参加表明書（設計共同体）（様式第１－２号） 

（３）業務主任技術者の経歴書（様式第２号） 

（４）業務主任技術者・実務主任技術者の業務実績等（様式第３号） 

（５）実務主任技術者（ランドスケープ部門）の経歴書（様式第４号） 

（６）設計方針（様式第５号） 

（７）業務の取組方針（様式第６号） 

（８）質問書（様式第７号） 

 

９ 参加手続き方法 

（１）質問書の受付・回答 

①受付期限 令和５年３月１６日（木）１７時００分まで ※必着 

②受付先  福岡県建築都市部公園街路課 
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③質問方法 質問は、別添（様式第７号）により、事務局あてに電子メールにて行うこと。 

④回答   質問書に係る回答は、令和５年３月２３日（木）までに県のホームページに

掲載する。 

 

（２）参加表明書等の提出 

①提出図書及び部数 

様式等 提出部数 

１）参加表明書（様式第１－１号もしくは様式第１－２号） １部 

２）業務主任技術者の経歴書（様式第２号） １部 

３）業務主任技術者・実務主任技術者の業務実績等（様式第３号） １部 

４）配置技術者の資格証明書の写し １部 

 

②提出方法 

１）提出期限 令和５年３月３０日（木）１７時００分まで 

２）提出先  福岡県建築都市部公園街路課 

３）提出方法 原則として郵送すること。※必着 

郵送の場合は、封筒等の表面に、必ず「西公園展望施設基本・実施設計業務プロポーザ

ル参加表明書」と朱書きにより明記すること。提出先へ持参の場合は、土曜日・日曜日・

祝日を除く９時００分から１７時００分までとする。 

 

③受付番号の通知 

参加表明書を提出した応募者には、参加者の要件に適合しているかを確認した上、事務

局から電子メールで受付番号を通知するので、提案図書に受付番号を明記すること。 

なお、令和５年３月３１日（金）までに受付番号通知の電子メールが到達しない場合は、 

事務局に確認を行うこと。 

 

④辞退 

参加表明書の提出後に参加を辞退する場合には、受付番号と辞退の理由を記載した書

面（様式自由）をもって届け出ること。なお、辞退することによって、今後、不利益な取

扱いを受けることはない。 

 

 

（３）提案図書の提出 

①提案図書 

１）設計方針（様式第５号） 

２）業務の取組方針（様式第６号） 
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３）提案書（様式自由、Ａ３サイズ（横使い）１枚片面以内） 

４）上記に係る電子データ（ＰＤＦファイル形式） 

 

②提案図書作成の留意点 

・設計方針（様式第５号）、業務の取組方針（様式第６号）、提案書（様式自由）には、受

付番号を右上に記入すること。 

・提案書には、以下のａ．からｄ．までの事項について、原則、文章及びコンセプト図、

イメージパース、配置図、断面図などを用いて簡潔に表現すること。なお、表現方法に

ついては、応募者の自由とする。 

ａ．西公園の特性を踏まえたデザインに対する考え方 

ｂ．利便性・快適性に対する考え方 

ｃ．安全性・防犯性に対する考え方 

ｄ．施工性・コストに対する考え方 

・提案書には、展望施設とメインアプローチそれぞれの整備イメージが分かる図を添付す

ること。 

 

③提出部数 

１）から３）まで：各１０部 

４）：一式 

 

④提出方法 

１）提出期間 令和５年３月３１日（金）から令和５年４月６日（木）１７時００分まで

※必着 

２）提出先  福岡県建築都市部公園街路課 

３）提出方法 原則として郵送すること。 

郵送の場合は、封筒等の表面に、必ず「西公園展望施設基本・実施設計業務プロポーザ

ル提案図書」と朱書きにより明記すること。提出先へ持参の場合は、土曜日・日曜日・祝

日を除く９時００分から１７時００分までとする。 

 

⑤受領書の通知 

提案図書の受領確認のため、提案図書を受領次第、事務局から電子メールで提案図書受

領書を通知する。ただし、持参の場合は、その場で提案図書受領書を交付する。 

なお、令和５年４月６日（木）までに提案図書受領書の電子メールが到達しない場合は、

事務局に確認を行うこと。 
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１０ 選定 

（１）選定委員会 

選定は、西公園展望施設設計者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において行

う。選定委員会の委員は、以下の５名で構成する。（敬称略） 

区分 選定委員 所属等 

学識経験者 柴田 久 福岡大学 工学部 社会デザイン工学科 教授 

田上 健一 九州大学 芸術工学部 環境設計コース 教授 

大方 優子 九州産業大学 地域共創学部 観光学科 教授 

行政関係者 山本 哲也 福岡県建築都市部次長 

中西 政人 福岡県建築都市部公園街路課長 

 

（２）選定方法 

  選定委員会が、提案図書及びプレゼンテーション等に基づいて、提案内容のデザイン性、

機能性、安全性、経済性、実現性及び独創性、並びに、設計方針、取組方針（実施体制等）

を総合的に審査し、最優秀者１者を特定する。なお、選定は非公開で行うものとする。 

 

（３）書類審査 

  応募者から提出された書類により、参加資格審査項目に基づき審査を実施する。 

ただし、応募者が多数の場合には、提案書の内容を総合的に審査し、選定委員の投票に

より５者程度の最終審査対象候補者（プレゼンテーション参加者）を選定する。 

書類審査結果については、応募者全員に令和５年４月１４日（金）までに電子メールで

通知する。なお、審査結果に関する問い合わせ、意義申し立ては一切受け付けない。 

 

（４）最終審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

業務主任技術者等によるプレゼンテーション及び選定委員会によるヒアリング審査

を次の通り実施する。 

①プレゼンテーションの実施日時、開始時間、実施場所等については、最終審査対象候補者

に対して、電話及び電子メールにより通知する。 

②プレゼンテーションの順番は、原則、受付番号順とする。 

③参加人数は、本案件を受託した場合の業務主任技術者もしくは実務主任技術者を含む

３名以内とする。 

④プレゼンテーションにパソコン等の機器を使用する際は提案者が準備することとする。

ただし、それらを使用するための準備に要する時間は、プレゼンテーション開始前１０

分以内とする。なお、スクリーン、プロジェクターについては福岡県が準備する。ケー

ブル等のパソコンとの接続機器等の必要なものについては、提案者が準備すること。 

⑤審査時間は、プレゼンテーションを１５分以内、ヒアリング審査を１５分以内とする。 



12 

⑥プレゼンテーションに当たっては、提案図書の内容及びその補足説明についてのみ行

うこと。資料の追加配布（提出していない資料のプロジェクターでの投影等を含む。）

は認めない。ただし、模型を持ち込む場合は、サイズを１ｍ×１．５ｍ以内とし、文字

情報などは不可とする。 

⑦提案者及び選定委員は、提案者（企業名、代表者名および参加者名）の特定又は推察に

つながる内容の発言を一切行ってはならない。 

⑧各項目の採点結果の合計点が満点の５割に満たない場合は、失格とする。 

⑨採点の結果、同点となった場合は、選定委員の投票により決定する。 

 

（５）特定結果の通知 

最終審査対象候補者全員に令和５年５月１０日（水）に文書で通知する。なお、特定結

果についての問い合わせ、意義申し立ては一切受け付けない。 

 

（６）特定結果の公表 

特定結果については、特定した最優秀者及び次点者の応募者名、審査経緯及び講評とと

もに、後日、県ホームページで公表する。 

 

（７）審査項目 

①書類審査 

１）参加資格審査 

参加資格審査における審査項目及び審査事項は、次表のとおりとする。なお、審査事項

を満たさない場合は失格とし、審査事項を満たす場合であっても加点は行わない。 

審査項目 審査事項 

参加表明書等 参加要件の確認（様式第１号～様式第４号） 

・提出資料が適切に提出されているか。参加者の要件、配置技術者の

要件を満たしているか。 

提案図書 提出書類の作成方法の適切性 

・審査の公正を期すため、設計方針（様式第５号）、業務の取組方針

（様式第６号）、提案書に対し、事務所名等の表示及び応募者が特

定できる表現をしている場合は、失格とする。 

 

２）最終審査対象候補者（プレゼンテーション参加者）の選定 

※６者以上の提案の場合のみ実施 

下記審査項目により、審査を行い、選定委員の投票によって、５者程度の最終審査対象

候補者（プレゼンテーション参加者）を選定する。 
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審査項目 審査事項 

提案書 提案書（Ａ３サイズ横） 

・選定委員により、総合的に内容を審査 

 

②最終審査 

最終審査における審査項目、審査事項及び配点は、次表のとおりとする。 

なお、次表の配点欄の上段左側は展望施設、下段はメインアプローチの配点を示し、右側

はそれらの合計点を示す。 

審査項目 審査事項 配点 

設計方針 

（様式第５

号） 

設計方針の妥当性 

・設計するうえで、特に重視・配慮する事項など設定方

針や設計手法が具体的かつ的確であるか 

１０ 

業務の取組

方針（様式

第６号） 

業務の取組方針の充実 

・業務の実施体制（チーム体制、配置人員の能力及び人

数、保有資格（一級建築士等）等）、工程計画、業務フ

ローが具体的かつ的確であるか 

１０ 

提案書 ａ．西公園の特性を踏まえたデザインに対する考え方 

（留意点） 

・西公園の歴史や風土、地理的特性を活かした、西公園

を象徴するランドマークデザイン 

・展望施設から得られる３６０度開けた眺望への配慮 

・展望施設及びメインアプローチの空間を彩る照明の

配置・デザイン 

・メインアプローチから展望施設の最上部に至るまで

の連続性 

・周辺の風致景観との調和を図るとともに、風致の維持

のために講じる有効な措置 

４０ 

（展望施設） 

５０ 

１０ 

（メイン 

アプローチ） 

 ｂ．利便性・快適性に対する考え方 

（留意点） 

・昼夜を問わず眺望を楽しむことができる快適なスペ

ースの確保への配慮 

・メインアプローチ及び展望施設の最上部へのアクセ

ス方法への配慮 

・公園全体の回遊性向上を促すための、公園内の他施設

とのつながりや相互利用のしやすさ 

３０ 

（展望施設） 

４０ 

１０ 

（メイン 

アプローチ） 
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審査項目 審査事項 配点 

 ｃ．安全性・防犯性に対する考え方 

（留意点） 

・公園との一体感を確保するとともに防犯性に配慮 

・夜間における安全性・視認性の確保への配慮 

・中央駐車場等から分かりやすく、見通しの良い安全で

安心して通行できるアプローチの確保 

１５ 

（展望施設） 

２０ ５ 

（メイン 

アプローチ） 

 ｄ．施工性・コストに対する考え方 

（留意点） 

・計画範囲の地形や接道等を踏まえた施工計画への配慮 

・工事期間中の安全計画への配慮 

・維持管理コストの縮減への配慮 

・全体工事費３億円以内となるよう配慮 

１５ 

（展望施設） 

２０ 
５ 

（メイン 

アプローチ） 

プレゼンテ

ーション 

プレゼンテーション能力 

・提案書の内容を分かりやすく説明しているか 

・質問に対し、応答が明確かつ迅速であるか 

２０ 

合  計 １７０ 

 

１１ 設計業務委託契約 

（１）最優秀者は、本設計業務の契約交渉の相手方とする。本委託で設計を行った者と、

工事発注時に工事監理を委託予定である。ただし、工事監理業務については福岡県の令

和５年度予算の成立及び本設計業務引渡しを条件とし、契約成立を保証するものでは

ない。 

（２）設計に当たっては、設計協議、関係部署協議等を実施する必要があるため、提案内

容が一部変更となる場合がある。 

（３）契約期間は、令和５年６月から令和６年３月１５日までを予定している。その他業

務の詳細については契約交渉の際に提示する。 

（４）県は、財務規則に定める随意契約の手続きにより、最優秀者から見積書を徴取し、予

定価格の範囲内であることを確認した上で、最優秀者と本業務の委託契約を締結する。 

（５）最優秀者との契約が不成立となった場合、入賞者のうち、次に得点の高い者から順

に契約交渉の相手方とし、随意契約の手続きを行う。 

（６）設計業務の契約締結に当たっては、提案者と事務所等とが雇用関係にある場合、必

ず提案者が業務に携わること。また、所属によらず、事務所等と共同で実施しようとす

る者については、デザイン監修等に関して事務所等と契約関係を締結すること。 

（７）設計業務の遂行においては、西公園全体の再整備事業に従事する福岡県土整備事務

所担当課との協議及び当課が目指す再整備方針との連携・調整に応じること。 
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１２ 提出書類の取り扱い 

（１）提案図書の著作権はその提案者に帰属する。ただし、設計業務の成果物の著作権は、

福岡県が無償で譲り受けるものとする。 

（２）提案図書の中で使用した他者の著作物については、他者に許諾を得た上で、その内

容を提案書に明記しなければならない。 

（３）最優秀者の提案図書は、審査後、氏名や所属とともに県ホームページやマスコミリ

リース等で公表することがある。この場合の使用料は、無償とする。 

（４）提案者は、提案図書を提出することによって、以上の規定に同意したものとみなさ

れる。 

 

１３ その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）参加申込手続、質疑及び提案書の提出に関する一切の費用は、提案者が負担するも

のとする。 

（３）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、事業計画を変更又は

中止とする場合がある。この場合、提案者に対して、県は、一切の責任を負わないもの

とする。 

（４）提案書の提出後に辞退する場合は、届出日、提案者住所・氏名、設計競技名称等を

明記した書面により、速やかに辞退する旨を届け出ること。 

 

１４ 添付資料 

（資料_１）敷地図 

（資料_２）付近見取図 

（資料_３）敷地測量平面図 

（資料_４）ボーリング柱状図 

（資料_５）周辺現況写真 

（資料_６）工事用仮設道路位置図（想定） 

（資料_７）福岡県工事計画図（暫定） 

（資料_８）県営西公園再整備基本計画（概要版） 

（資料_９）福岡県営西公園再整備デザインコード 

（資料_１０）計画範囲 

（資料_１１）建築設計業務委託仕様書 

上記のほか、敷地の上から見た眺望は、下記 URL において動画を公開している。 

・西公園展望施設予定地（上空 15ｍの眺望）：https://youtu.be/9SKhTwTILPM 

・展望施設予定地の状況：https://youtu.be/8ahkdVATV6E 
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・メインアプローチの状況：https://youtu.be/IJA4WKabDXM 

 

下記のＱＲコードからも閲覧可能。 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

「西公園再整備基本計画」 

   

 

 

西公園展望施設予定地 

（上空 15ｍの眺望） 

展望施設予定地の状況 メインアプローチの状況 


