
No. 大項目 小項目 質問事項 回答 回答日
1 6 資格要件 (1)① 参加者の要件について

設計共同体JVを組む場合、要項では
「①R4年度の入札参加資格は代表構成
員および構成員すべてに必要」とされ
ており、参加資格がない者はJVを組む
ことができず、協力事務所にしかなれ
ませんか。

貴見の通りです。 3月9日

2 6 資格要件 (1)① 参加者の要件について
設計共同体JVを組む場合、「入札参加
資格は代表構成員のみに必要で、構成
員は入札参加資格がなくても良い」と
読み替えることはできますか。

設計共同体を組む場合は、代表構成員
は参加資格要件の①から⑨いずれにも
該当している者、構成員は①から⑤ま
で、⑧及び⑨のいずれにも該当してい
る者であることが必要です。

3月9日

3 6 資格要件 (1)① 参加者の要件について
「追加でR4年度の入札参加資格を受付
ける」などの方法を検討いただくこと
は可能ですか。

令和４年度の入札参加資格者名簿及び
令和４年度 設計事務所調査カードの新
規受付、追加受付は、締切が終了して
います。

3月9日

4 6 資格要件 (1)① 参加者の要件について
「代表構成員（構成員中で出資比率が
最大の者をいう。）」の「出資比率」
は、会社規模と資本金のどちらを示し
ますか。また、株式会社と個人事業主
の事務所が組むことを想定する場合、
どのように比較することが正しいで
しょうか。

「代表構成員（構成員中で出資比率が
最大の者をいう。）」の「出資比率」
は、構成員において自主的に定めるも
のとします。
株式会社と個人事業主の事務所による
設計共同体の場合も同様です。

3月9日

5 6 資格要件 (1) 参加者の要件について
プロポーザルにおける担当業務の割合
などを共同体の中で適宜決めて良いか
を教えてください。

貴見の通りです。 3月9日

6 6 資格要件 (1)⑦ 参加者の要件について
「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」について、新築業務以外に
「改修業務も該当」と考えて良いで
しょうか。

貴見の通りです。 3月9日

7 6 資格要件 (1)① 参加者の要件について
入札参加資格者名簿について現時点で
登録していない者であって、参加表明
書提出時点までに手続きを行い、登録
頂くことは可能でしょうか。

令和４年度の入札参加資格者名簿及び
令和４年度 設計事務所調査カードの新
規受付、追加受付は、締切が終了して
います。

3月9日

8 6 資格要件 (1)① 参加者の要件について
「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。」とありますが、令和５年度設計
事務所調査カードの提出によって、参
加者の要件を読み替えることは可能で
しょうか。

令和５年度設計事務所調査カードの提
出によって、参加者の要件を読み替え
ることはできません。

3月9日

9 6 資格要件 (2) 配置技術者の要件について
業務主任技術者と実務主任技術者（意
匠）の兼務は可能でしょうか。

貴見の通りです。
ただし、設計共同体の場合は、業務主
任技術者と実務主任技術者を代表構成
員の中から配置することが必要です。

3月17日

10 6 資格要件 (2)②
3)(イ)

配置技術者の要件について
「都市計画及び地方計画部門」と記載
されていますが、これは技術士の「都
市および地方計画部門」のことでしょ
うか。

「都市計画及び地方計画部門」は、シ
ビルコンサルティングマネージャー
（略称RCCM）を示します。
上記資格を保有しない場合であって
も、「（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」に該当すれば、実
務主任技術者に配置することが可能で
す。

3月17日

県営西公園展望施設基本・実施設計業務プロポーザル　質問回答表
は、以前に回答した質問  

その他は今回初めて回答する質問  



11 様式 様式4号 標題と①に「業務主任技術者」と記載
されていますが、「実務主任技術者」
の誤りでしょうか。

貴見の通りです。
様式4は、修正版ををホームページに掲
載しています。

3月17日

12 その他 － 展望台広場でドローンを飛ばすことに
ついて、県の許可を受けることは可能
でしょうか。

福岡県が設置、管理する都市公園の上
空における無人航空機の飛行について
は、航空法による規制の他、福岡県都
市公園条例による規制がありますの
で、下記のURL先に従い、必要な手続き
をとられますよう、お願いします。
なお、航空法による規制については、
国土交通省のホームページで正確な内
容をご確認ください。
【県営都市公園における無人航空機の
飛行について】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/cont
ents/kouen-mujinkoukuuki.html

3月17日

13 添付資料 資料10 建築可能な敷地の範囲は、具体的にど
の範囲でしょうか。

（資料10）計画範囲に示す範囲としま
す。

3月17日

14 添付資料 資料10 展望施設の設計範囲（約300㎡）よりは
み出して建築することは可能ですか。

展望施設の設計範囲を超えて建築する
場合は、設計範囲外で造成しないこ
と、既存の樹木を伐採しないことに留
意してご提案をお願いします。

3月17日

15 添付資料 資料1，3 敷地図および敷地測量平面図のCAD
データをホームページに記載していた
だくことは可能でしょうか。

CADデータをホームページに公開します
ので、ご活用ください。

3月17日

16 その他 － 展望施設の構造体について、制約はあ
りますか。

P4(3)①に示す通り提案によることとし
ます。なお、全体工事費、工事完了予
定等を踏まえたうえで、実現可能な提
案をお願いします。
展望施設の機能については、P5に示す
通りとします。

3月17日

17 9 参加手続
き方法

(2)① 参加表明等の提出について
提出図書及び部数に「様式第4 号」の
記載がありませんが、「様式第4 号」
も提出が必要と解釈して良いでしょう
か。

貴見の通りです。
様式第4号も提出してください。

3月23日

18 様式 様式4号 様式4号 について
様式第4 号の標題と①について、「業
務主任技術者」と記載されています
が、「実務主任技術者」が正しいで
しょうか。

貴見の通りです。
様式4は、修正版ををホームページに掲
載しています。 3月23日

19 4 設計条件 (3)③ 仕様・要求事項について
都市公園の移動等円滑化整備ガイドラ
インの基準を満たす必要はないとあり
ますが、西公園全体として、今度車椅
子利用者への対応や整備をどのように
考えていますか。

西公園につきましては、地形等の関係
上、すべての施設において、バリアフ
リー化することは難しいと考えており
ます。西公園では、主要な施設（新た
に整備予定の「にぎわいの核」を想
定）までの周回園路、駐車場、トイレ
や飲食店までについては、都市公園移
動等円滑化基準を満たすものを想定し
ています。
今回の展望施設については、都市公園
移動等円滑化基準の「特定公園施設」
には、該当しないものと考えていま
す。

3月23日

20 4 設計条件 (3)③ 計画地へのアプローチは高低差が大き
いので、展望台については車いす使用
車が利用しないものと考えて良いで
しょうか。

貴見の通りです。

3月23日

21 4 設計条件 (1)① 敷地条件について
設計対象面積300㎡の建蔽率の対象とな
る敷地面積及び境界を教えてくださ
い。

対象の敷地面積はアプローチを含む提
案範囲程度を想定しております。明確
な範囲につきましては、測量により変
更となる場合がございます。

3月23日

22 添付資料 資料1，3 敷地や建設予定地の平面・断面等のcad
データはございますでしょうか。（建
設可能範囲がある場合、その境界線
データ含む）

CADデータをホームページに公開します
ので、ご活用ください。

3月23日

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/cont


23 4 設計条件 (1)① 第3種風致地区の制限で、みどり率30%
以上とありますが、対象となる敷地面
積を教えてください。

みどり率の対象となる敷地面積は、西
公園全体の公園面積（約17ha）です。 3月23日

24 その他 － 公園自体及び展望台に、開園時間や営
業時間等を設定する予定はあります
か。

公園自体の閉鎖は現在、行っていませ
ん。ただし、園内園路の車両に対して
は、20時から8時の間、進入禁止措置を
行っています。
緩和に向けた検討を進めています。夜
間利用を想定した提案をお願いしま
す。

3月23日

25 添付資料 資料6 工事用仮設道路について
公園外から想定資材置き場まで、資材
置き場から敷地まで、それぞれについ
てどれくらいの大きさの運搬車が通行
可能でしょうか。

本業務と並行して、本県で仮設道路計
画の業務を発注予定であり、本業務の
受託者に意見を伺いながら検討する予
定です。
なお、原則として、樹木の新たな伐採
が生じないよう、既存の園路幅程度の
幅員を想定しています。

3月23日

26 様式 様式4号
様式5号 様式5・6号について

枠と文字を削除した上で資料を作成し
ても良いでしょうか。

様式5・6号について、枠と文字は削除
しても構いませんが、様式番号及び様
式右上の受付番号については、必ず記
載するようお願いします。

3月23日

27 様式 様式1号
様式2号
様式3号

様式1・2・3号について
記載する各技術者の業務実績に契約書
等の写しの添付は必要でしょうか。

様式1・2・3号について、業務実績に係
る契約書等の写しの添付は必要ありま
せん。 3月23日

28 6 資格要件 (1)① 参加者の要件について
「新福岡県立美術館整備事業 基本設計
プロポーザル」では、入札資格者名簿
を指定された期日までに提出すること
で、一次審査の対象者となったため、
本件の参加条件として十分と考えます
が、参加ができない理由を教えてくだ
さい。

本プロポーザルにおいては、令和４年
度の入札参加資格者名簿の登録及び令
和４年度 設計事務所調査カードの提出
事業者を参加対象としております。な
お、双方とも新規受付、追加受付は、
締切を終了しています。 3月23日

29 6 資格要件 (1)⑦ 設計実績について
国立大学法人が発注した業務も含まれ
ると考えて良いでしょうか。

本件においては、国又は地方公共団体
が発注する工事の基本設計業務若しく
は実施設計業務を公共工事の実績とし
て取り扱うため、国立大学法人が発注
した業務については実績に含まれませ
ん。

3月23日

30 添付資料 資料6 工事用仮設道路について
仮設搬入路は、重機などの車両も通行
できると考えて良いでしょうか。

本業務と並行して、本県で仮設道路計
画の業務を発注予定であり、本業務の
受託者に意見を伺いながら検討する予
定です。
なお、原則として、樹木の新たな伐採
が生じないよう、既存の園路幅程度の
幅員を想定しています。

3月23日

31 添付資料 資料10 計画範囲について
「メインアプローチ【提案範囲】」に
含まれる破線の部分は、県の園路工事
で新たに階段等がつくられると考えて
良いでしょうか。

貴見の通りです。

3月23日

32 添付資料 資料10 計画範囲について
メインアプローチの提案に関して、既
存の園路ルートではなく新たなルート
を提案しても良いでしょうか。

提案は可能です。しかし、風致地区等
の制限により、大規模な樹木の伐採は
困難であるため、設計段階の協議によ
り不可となることも想定されます。ま
た、既設園路の取扱いにも留意が必要
です。

3月23日

33 4 設計条件 (3)③ 仕様・要求事項について
敷地周辺の樹木の移植は可能でしょう
か。可能な場合、その費用は全体工事
費に含む必要があるでしょうか。

眺望に影響のある範囲の樹木のみ伐
採・剪定に留める方針ですが、樹木を
移植する提案も可能です。
提案される場合は、全体工事費に含め
てください。

3月23日

34 4 設計条件 (3)③ 全体工事費に含まない公園施設の撤去
には対象敷地内の地盤面舗装の撤去も
含まれるでしょうか。

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ありません。地盤
面舗装の撤去も同様です。

3月23日



35 4 設計条件 (3)① 仕様・要求事項について
休憩スペースは屋内、屋外の指定等定
義はありますか。また必要設備は照明
のみと考えて良いですか。

休憩スペースについては、屋内施設と
する必要はありません。また、照明の
設置は必要ですが、空調機械設備等の
設置は必要ありません。

3月23日

36 4 設計条件 (3)① 仕様・要求事項について
アプローチに屋根をかけた場合に何か
条件はありますか。

公園内の建蔽率が、都市公園法で2％と
定められているため、提案する面積次
第では不可となります。
なお、本県が要求する建築面積は、西
公園内の建物の立地状況及び今後の整
備予定を考慮し、300㎡以内としていま
す。

3月23日

37 4 設計条件 (3)① 仕様・要求事項について
「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」と
ありますが、車いすでの展望スペース
へのアクセスは必須事項ではないと考
えて良いでしょうか。

貴見の通りです。

3月23日

38 14 添付資料 － You Tube による「西公園展望施設予定
地（上空15m の眺望）」の映像は、15m
地点には360°視界を遮るものはないと
捉えて良いでしょうか。

建設予定地上空の映像について、撮影
ポイントがずれていましたので、3/17
（金）に直上空の映像をホームページ
に掲載しています。

3月23日

39 6 資格要件 (2) 一級建築士の人数について
代表構成員を福岡支所として参加表明
に提出予定ですが、一級建築士の人数
を本社も含めて良いでしょうか。もし
くは、本社を構成員として記載しても
良いでしょうか。

代表構成員の建築士事務所に所属する
一級建築士のみの人数を記載してくだ
さい。また、本社が構成員としての要
件を満たす場合には、構成員として記
載することも可とします。

3月23日

40 添付資料 資料3 敷地測量平面図について
縮尺をご教示ください(1/***等で)

縮尺1/400のCADデータをホームページ
に公開しますので、ご活用ください。 3月23日

41 添付資料 資料3 敷地測量平面図について
CAD データを提供してもらえないで
しょうか

縮尺1/400のCADデータをホームページ
に公開しますので、ご活用ください。 3月23日

42 4 設計条件 (2) 建設条件について
実施設計範囲以外の提案内容は、全体
工事費３億円に含まれないと考えて良
いでしょうか

貴見の通りです。

3月23日

43 4 設計条件 (3)① 仕様・要求事項について
展望施設の休憩スペースは屋内施設と
する必要がありますか。その場合、空
調機械設備の設置は必要でしょうか。

休憩スペースは屋内施設とする必要は
ありません。また、空調機械設備の設
置も必要ありません。 3月23日

44 4 設計条件 (3)① 仕様・要求事項について
展望スペースは十分な面積を確保する
よう求めていますが、具体的な人数の
指定がありましたら教えてください。
また、休憩スペースの想定人数の指定
を教えてください。

提案者において適切な規模の設定をお
願いします。

3月23日

45 3 設計対象
施設の計画
概要

(3) 計画施設概要について
計画敷地内の石碑の移動は可能でしょ
うか。

石碑は残すことを基本とします。ただ
し、石碑を残すことにより提案が困難
となる場合は、移設を検討することも
可とします。

3月23日

46 4 設計条件 (1)① 敷地条件について

第3種風致地区の高さ制限はどこを基準

高さとするべきでしょうか。

高さについては建築基準法上の算定方
法となります。なお、風致地区条例に
つきましては、「福岡市」が所管して
おります。詳しくは福岡市が掲載して
おります、「風致地区内の行為許可申
請のあらまし」をご確認ください。

3月23日

47 3 設計対象
施設の計画
概要

(3) 計画施設概要について
設計対象外ですが、中央駐車場からメ
インアプローチまでの徒歩動線につい
て、計画施設概要によると車道沿いの
歩道を通る想定で間違いないでしょう
か。

貴見の通りです。

3月23日



48 その他 － 計画にあたり公園内での無人航空機

（ドローン）の使用は、公園内使用許

可申請書の申請を行えば計画に使用し

ても問題ないでしょうか。

福岡県が設置、管理する都市公園の上
空における無人航空機の飛行について
は、航空法による規制の他、福岡県都
市公園条例による規制がありますの
で、下記のURL先に従い、必要な手続き
をとられますよう、お願いします。
なお、航空法による規制については、
国土交通省のホームページで正確な内
容をご確認ください。
【県営都市公園における無人航空機の
飛行について】
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/cont
ents/kouen-mujinkoukuuki.html

3月23日

49 3 設計対象
施設の計画
概要

(3) ⻄公園頂上にある石碑は撤去可能で

しょうか。

石碑は残すことを基本とします。ただ
し、石碑を残すことにより提案が困難
となる場合は、移設を検討することも
可とします。

3月23日

50 6 資格要件 (2) 配置技術者の要件について
①業務主任技術者と②実務主任技術者
は重複しても良いでしょうか。

貴見の通りです。
ただし、設計共同体における兼任の場
合は、業務主任技術者と実務主任技術
者を代表構成員の中から配置すること
が必要です。

3月23日

51 その他 － 周辺の樹林の剪定などの管理計画は、
ありますでしょうか。

県営西公園再整備基本計画に基づき、
中長期的な取組みとして、今後、管理
計画を作成する予定です。

3月23日

52 添付資料 資料1 敷地図のデータをいただけないでしょ
うか。

縮尺1/400のCADデータをホームページ
に公開しますので、ご活用ください。 3月23日

53 3 設計対象
施設の計画
概要

(3) 計画施設概要について
実施設計は、対象外のメインアプロー
チの北側部分（破線表記部分）は新た
なルートとして計画することで良いで
しょうか。また、提案範囲に含めると
いうことで良いでしょうか。

破線矢印で示す部分は、本県が別途実
施設計を行う予定です。
ただし、本プロポーザルの提案範囲に
含むこととしています。 3月23日

54 展望施設の設計範囲に石碑があります
が、残すと考えてよいでしょうか。

石碑は残すことを基本とします。ただ
し、石碑を残すことにより提案が困難
となる場合は、移設を検討することも
可とします。

3月23日

55 様式 様式3号 様式3号 業務実績について
主要な業務実績は、前職の実績を記載
して良いでしょうか。

貴見の通りです。

3月23日

56 様式 様式3号 様式3号 業務実績について
主要な業務実績の施設名称、用途は、
新築、改修を記載した方が良いでしょ
うか。

貴見の通りです。

3月23日

57 4 設計条件 (1)① 計画建物の建築面積は300㎡以内と決め
られていますが、アプローチも含め
て、計画地からはみ出して良いでしょ
うか。

展望施設の設計範囲を超えて建築する
場合は、設計範囲外で造成しないこ
と、既存の樹木を伐採しないことに留
意してご提案をお願いします。
アプローチについても同様です。

3月23日

58 様式 様式5号
様式6号

様式5・6号について
文章のみを記載し、コンセプト図や挿
絵は記載しないと理解してよいでしょ
うか。

制限枚数内であれば、コンセプト図や
挿絵等を含めた、図表の挿入について
可とします。 3月23日

59 様式 様式1-1号
様式1-2号

様式1-1・1-2号について
どちらも提出する必要がありますで
しょうか。

単体の場合は様式1-1号、設計共同体の
場合は様式1-2号を提出してください。 3月23日

60 様式 様式3号 様式3号 業務実績について
主要な業務実績の施設名称、用途部分
は、設計業務に従事した実績を記載し
た方が良いでしょうか。

設計業務が望ましいと考えます。ただ
し、実績がない場合は、工事監理等の
他の実績を記載することも可としま
す。

3月23日

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/cont

