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福岡市合葬墓等整備設計提案競技説明書 

 

１．提案競技の概要 

（１）背景 

現在，福岡市においては，市内にある３つの市立霊園で 10,71１区画の墓地を提供していま

すが，空墓所の応募倍率は非常に高く，市立霊園を利用したくても利用できない市民が多い状

況が続いています。また，近年は，社会情勢や家族形態の変化等から，墓地に対する新たなニ

ーズ（承継者不要，管理費不要，墓石不要な形態の墓等）が生じていますが，市立霊園には従

来型墓地（一部芝生墓地）しかなく，多様なニーズに対応できていないのが現状です。 

このような近年の少子高齢化や死生観の変化などにより新たな形態の墓地を求めるニーズが

高まっていることを受け，平成 29 年度に有識者で構成する「福岡市立霊園における合葬墓等構

想委員会」を設置し，合葬墓等における内容の検討を行なってきました。 

平成 30 年８月には「福岡市立霊園合葬墓等基本構想」として取りまとめを行い，社会全体で

供養する墓として，より多くの市民が利用可能な承継を前提としない「合葬墓」を平尾霊園に整

備することといたしました。 

 ※「合葬墓」とは，新しい形態のお墓です。以下のような特徴があります。 

① 承継を前提としない共同のお墓であり，承継者がいない方も利用できます。 

② 一つのお墓に多くの遺骨を一緒に埋葬する形態で，納骨堂と異なり，遺骨を納めてい

る施設内に入って遺骨の前での参拝はできません。前面の献花台でモニュメント等へ

の参拝となります。 

③ 施設の管理は，利用者ではなく施設管理者が行います。 

④ 他の遺骨と一緒に合葬するために改葬することが出来ません。 

⑤ 施設への納骨後，すぐに他の遺骨と一緒に合葬する方法（直接合葬）と，最初は個別

に埋葬し，一定期間経過後に他の遺骨と一緒に合葬する方法（個別埋葬）を選ぶこと

ができます。 

 (２)概要 

福岡市では，従来の「家族」や「血縁」等で管理・承継する墓を前提にした墓地を維持していく

とともに，これからの多様化する社会情勢を見据えた，社会全体で供養する墓を新たに整備・運

営し，幅広い市民ニーズに対応した市立霊園を目指しています。 

福岡市合葬墓等整備設計提案競技（以下，「本提案協議」という。）は，以下のとおり，合葬

墓・霊園管理事務所・エントランス空間等について，提案を求めるものです。 

・多様な家族形態や様々な立場にある市民が安心して利用でき，家族や血縁等を超えて社会

全体で供養する墓となるようなデザイン性の高い合葬墓を提案してください。 

・また，合葬墓の導入に伴い，霊園の運営上，受付業務や遺骨の運搬などの新たな業務が発生

するとともに，来園者が増加することが見込まれることから，既存霊園事務所の建替えとそれに

合わせた駐車場の整備について提案してください。 

・あわせて，魅力的な合葬墓の導入に伴い生まれ変わる平尾霊園のエントランス空間をランドス

ケープとしても素晴らしいものに整備する案を提案してください。 
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 福岡市は，本提案競技おいて選出された最優秀作品の提案者と「２.(２)業務概要」に記載の

業務委託契約を締結します。なお，設計を進める中で提案内容については，維持管理や運営

等の観点から修正を求める場合がありますので，ご了承ください。 

 

２．事業の概要 

（１）事業スケジュール 

本提案協議により合葬墓等の設計者を選定し，基本設計および実施設計を行ったうえで，工

事に着手し，2020 年 12 月の竣工を目指していきます。 

<今後のスケジュール(予定)> 

期 間 事 業 内 容 

2019年１月 設計者選定 

2019年２月～３月 基本設計 

2019年４月～12月 実施設計 

2019年４月～12月 住民説明会，建築基準法 48条許可手続き，建築確認申請 

2019年 12月 工事発注（受注業者選定手続き） 

2020年４月 ～2020年 12月 工事実施期間 

2020年 12月 竣工 

（２）業務概要 

 ①業務件名 

    福岡市合葬墓等整備工事設計業務 

  ②業務内容 

  合葬墓新築工事・合葬墓等周辺整備工事・管理事務所改築工事に係る基本設計から

実施設計に至るまでの設計業務を行っていただきます。業務の詳細については，別添

の仕様書【別紙１】及び委託説明書【別紙２】のとおりとします。 

  ③履行期間 

（その１）基本設計 

契約締結の翌日 から 平成３１年３月２９日 まで 

（その２）実施設計 

契約締結の翌日（平成３１年４月） から １２月２０日(予定)まで 

  ④設計業務委託料 

本業務の上限金額は，合計２０，２８０千円以内（税込み）とします。 

（その１） ４，４５０千円程度（税込み） 

（その２）１５，８３０千円程度（税込み） 

（３）施設概要 

施 設 名   ：平尾霊園 

位  置   ：福岡市南区平和４丁目地内 

用途地域   ：第一種低層住居専用地域 
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設計対象範囲：約５，７００㎡ 

予定工事費 ：約３３８百万円（諸経費・税込み）以内  

内訳  合葬墓エリア       ２５０百万円（税込み） 

管理事務所＆駐車場エリア   ５４百万円（税込み） 

エントランスエリア      ３４百万円（税込み） 

(「別冊 福岡市合葬墓等整備設計提案競技設計条件書 参考資料４ 設計対象範囲」参照) 

  ※工事費には，建築工事費・設備工事費・周辺整備工事費（土地造成，駐車場整備含

む）が含まれます。 

  ※工事費の積算は，各工事の公共工事積算基準に従い，行ってください。なお，工事

費には，直接工事費の他，共通仮設費，現場管理費及び一般管理費などの諸経費と

消費税が含まれます。 

※消費税は１０％を見込んでいます。 

※予定工事費は，当該年度の予算の成立の状況により変動する場合があります。 

 

○合葬墓 

構     造：鉄筋コンクリート造 

延床面積 ：約３５０㎡ 

○新築する霊園管理事務所 

構     造：鉄筋コンクリート造，平屋建て 

延床面積 ：約１００㎡ 

○既存の霊園管理事務所 

構   造：軽量鉄骨造，平屋建て 

延床面積 ：約６０㎡ 

○周辺整備 

整備面積 ：約５，３００㎡ 

 

〈平尾霊園概要〉 

項 目 概 要 

所在地 福岡市南区平和４丁目 

面積 ２１６，６００㎡ 

都市計画決定 

(都市計画変更) 

昭和２５年３月３１日 

(昭和３７年７月１９日) 

開園 昭和３０年１０月１日 

公共交通アクセス 都心部(天神)からの所要時間も短く，電車駅から徒歩圏

内に立地しています。 

墓所区画数 ４，１５６区画(すべて普通墓所) 

１区画の面積 ４～５２㎡ 
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使用料(永代) ２６０，０００円/㎡ 

管理料(年間) １，０００円/㎡ 

特色 鴻巣山風致地区および鴻巣山特別緑地保全地区に一部が

含まれており，都心部から近く墓参に便利な立地です。 

 

３．提案方法 

本提案競技は，建築設計者による提案とします。建築設計者は，設備設計者および造

園設計者と協力して提案を行ってください。参加につきましては，協力者の数は問いま

せん。 

 

４．参加資格 

(１)共通事項 

① 地方自治法施行令第 167 条の４に該当する者でないこと。 

② 本提案競技の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは，

この提案競技の終了を宣言した日）までの間に，本市から福岡市競争入札参加停

止等措置要領（以下「措置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は

排除措置を受けている期間がある者でないこと。 

※措置要領が掲示されているホームページアドレス 

 http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html  

③ この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは，

この提案競技の終了を宣言した日）までの間に，措置要領別表第１，第２及び第３

の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。 

④ 市町村税を滞納していない者であること。 

⑤ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑥ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定

がなされ，競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。），民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ，競争入札参

加資格の再認定を受けた者を除く。），破産法に基づく破産手続開始の申立てがなさ

れている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者，手形交換

所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると

認められる者でないこと。 

⑦ 最優秀作品の提案者に選出された場合であっても契約締結までの間に，措置要領別

表第１，第２及び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合又は本市に提出し

た書類又は電子ファイルに虚偽の記載をし，若しくは重要な事実について記載しな

かったことが判明した場合は，契約の相手方としないことがある。 

(２)参加に対する制限 

① 参加は１者につき１点とします。 

② 参加者は構造，電気設備，機械設備，積算，造園の業務を別途設計事務所に協力
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者(※)として依頼し，体制を組むことができます。 

※「協力者」とは：上記業務の技術の提供等を依頼する場合の事業者のこと。た

だし，協力者は参加者として本提案設計協議に参加することはできません。 

(３)建築設計者 

① 公示日現在，建築士法（昭和２５年法律第２０２号）（以下「建築士法」という。）

第２３条の規定に基づく，一級建築士事務所（以下「設計事務所」という。）の登

録を受けたものであること。 

② 一級建築士の資格を有した直接的かつ恒常的な雇用関係にある管理技術者（※）を，

当該業務に設計担当者として配置することが可能な事務所であること。 

③ 管理技術者は，平成２０年４月１日以降に契約履行が完了した，国または地方公共

団体等が発注した実施設計業務の実績が１件以上あること。 

※「管理技術者」とは，「建築設計業務委託契約書」（平成１０年１０月１日建設省

厚契発第３７号）第１５条の定義による。 

 

５．審査  

(１)選考基準 

本提案競技の選考は，「別冊 福岡市合葬墓等整備設計提案競技設計条件書」に基

づき，以下の各観点から総合的に判断して審査を行います。 

■デザイン性（先進性，独創性，建築物とランドスケープの調和等） 

■的確性（計画方針や計画条件に対する整合性，コンセプトの理解度，機能性等） 

■実現性（周辺住環境への配慮,建設工程等） 

■経済性（コスト面の妥当性，長寿命化とライフサイクルコスト縮減への配慮, 

維持管理費の削減等） 

■技術力（構造面や設計面における提案力等） 

(２)審査方法 

審査は一次審査及び最終審査の２段階選抜方式とします。「５．審査(３)選考委員会」

から意見をいただきながら選考を行い，最優秀作品１点及び優秀作品１点を選定しま

す。 

なお，各審査において，選定されなかった者は，発表をした日の翌日から起算して

７日（休日を除く。）以内に，書面（様式は自由）により，福岡市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。その回答は，事務局において説明を求める

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。受付時間

は 平日の１０時～１７時（１２時～１３時は除く。）です。 

① 一次審査 

   ア 審査の方法 

応募数が多かった場合は，一時審査を行います。一次審査は匿名非公開で提

案作品を審査し，入選案を５点程度選定します。なお，提案作品が５点程度以

下の場合は，一次審査を行いません。その場合，参加者には一次審査通過者と
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して，最終審査の案内を行います。 

イ 審査日 

審査日 平成３１年１月上旬 

ウ 一次審査結果の発表方法 

一次審査結果は，平成３１年１月上旬に市ＨＰで発表します。また，一次審

査通過者には直接通知し，最終審査の案内を併せて行います。 

② 最終審査 

   ア 審査の方法 

最終審査は匿名非公開審査とし，ヒアリング（配置予定の管理技術者による

プレゼンテーションと選考委員会による質疑応答）により，提案内容を審査し，

最優秀作品１点，優秀作品１点を決定します。 

   イ 審査日及び会場等 

審査日 平成３１年１月１６日（水） 

会 場 福岡市役所（予定） 

出席者 配置予定の管理技術者及び設計担当者(協力者も可)を含む５名以内 

※ヒアリング時間，会場，留意事項は，一次審査終了後，一次審査通過者へ別

途通知します。  

   ウ ヒアリングの実施 

ヒアリングは，プレゼンテーションと選考委員会による質疑応答により行い

ます。プレゼンテーションは，配置予定の管理技術者が行ってください。プレ

ゼンテーションの方法は，発表時間１５分以内で，提案図書による説明のほか，

模型を用いた効果的な説明やＰＣ利用のプレゼンテーションソフトによるプロ

ジェクターを使用した説明も可能です。提案時に作成した模型は可としますが，

提案内容をこえるものについては，不可とします。詳細は一次審査通過者に通

知します。最終審査に配置予定の管理技術者が欠席の場合は，棄権として取り

扱い，審査の対象から除外します。ヒアリングを行った者には，ヒアリングに

おける提案図書のプレゼンテーション及びその準備等に係る費用として，金１

０万円を支払います。ただし，失格者及び最終審査を辞退した者は除きます。 

※追加資料の提出，提示及び使用パネル等への書き込み等は認めません。ただ

し，プロジェクターを使用した説明で提案した資料の範囲内での説明は可能

とします。 

   エ 最終審査結果の発表方法 

最終審査対象者に対して，後日，審査結果及びその理由を書面にて通知する

とともに，市ＨＰ上で公表します。 

最終審査結果は，平成３１年１月下旬に市ＨＰで発表します。 

(３)選考委員会 

本提案競技の審査は，別に定める福岡市合葬墓等整備設計提案競技選考委員会設置要

綱に基づき設置する福岡市合葬墓等整備設計提案競技選考委員会（以下「選考委員会」
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という。）の評価に基づいて行います。 

選考委員は次のとおりです。 

区 分 氏 名 所属及び役職 

委員長 朝廣 和夫 九州大学 大学院 芸術工学研究院 准教授 

副委員長 鮎川  透 公益社団法人 福岡県建築士会 会長 

委員 小谷 みどり 株式会社 第一生命経済研究所 主席研究員 

委員 名古屋 泰之 財政局 理事 

委員 山川  修 住宅都市局 理事 

なお，選考委員及び事務局関係者に直接，間接を問わず設計提案に関して不正な接触

又は要求（本説明書に定める手続きは除く）をした場合など，審査の公平性に影響を与

える行為があった場合は，その参加者は失格となることがあります。 

 

６．募集及び選定スケジュール 

区 

分 
項   目 日  程 （予 定） 

募 

集 

募集開始 平成３０年１０月１７日（水） 

提案説明書の配布 平成３０年１０月１７日（水）から１１月 ９日（金） 

質疑受付 平成３０年１０月２２日（月）から１０月２９日（月） 

質疑回答 平成３０年１１月 上旬 

参加表明書受付 平成３０年１０月１７日（水）から１１月 ９日（金） 

提案作品受付 平成３０年１２月１７日（月）から１２月２７日（木） 

一次

審査 

一次審査 平成３１年 １月 上旬 

一次審査結果通知 平成３１年 １月 上旬 

最

終

審 

査 

最終審査 

（ヒアリング） 
平成３１年０１月１６日（水） 

審査結果発表 

（公表・通知） 
平成３１年１１月 下旬 

 

７．手続き等 

（１）現場説明 

   現場説明は行いませんが，現地を見学することは常時可能です。 

 （開園時間は 10月は 9:00～18:00，11月と 12月は 9:00～17:00 です。） 

 （２）質疑の受付及び回答 

質疑のある場合は，質疑内容を簡潔にまとめ，所定の受付期間内に，事務局へ質疑

書 【様式１】を持参もしくは郵送，ファクシミリ又は電子メールで提出下さい。その

際は，必ず事務局への到達を確認してください。 

回答については，福岡市ホームページへ上に掲載します。回答は，設計提案競技説
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明書等の追加または修正とみなします。 

ア 受付期間 

平成３０年１０月２２日(月) から 平成３０年１０月２９日(月) まで 

         １０時～１７時（１２時～１３時は除く。） 

        （郵送の場合は，平成３０年１０月２９日(月)必着とします。） 

イ 回答予定日 平成３０年１１月  上旬 

 （３）参加表明書の提出 

本提案競技に参加しようとする者は，「イ 提出書類」を提出してください。事

務局は，参加表明書の受付後，参加資格を確認した上で，登録番号を交付し，電

子メールにより参加者に通知するとともに確認の電話をいたします。事務局から

登録番号の交付を受けた参加者に限り，提案作品の提出を行うことができます。 

なお，「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」又は「福岡市・水道局・

交通局特定調達契約等に係る競争入札有資格者名簿」に登載されていない者につ

いては，資格の審査に２～３週間ほど時間を要しますので，早目の提出をお願い

します。 

     ア 受付期間  

        平成３０年１０月１７日（水） から 平成３０年１１月９日（金） まで 

     イ 提出書類 

「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」又は「福岡市・水道局・

交通局特定調達契約等に係る競争入札有資格者名簿」に登載されている者は，

（イ）～（ケ）の提出を免除します。なお，以下の書類のうち，（イ）～（オ）

については，提出日前３か月以内に発行された原本を提出すること。 
（ア）参加表明書【様式２-１】 
（イ）登記事項証明書（法人の場合） 

※１）法務局発行の現在事項全部証明書を提出すること（履歴事項全部証

明書でも可）。 
（ウ）身分証明書及び登記されていないことの証明書（個人の場合） 

※１）本籍地の市区町村発行の身分証明書（市区町村によっては「身元証

明書」という名称で取り扱っているところもある。）を提出すること。

なお，身分証明書とは，後見登記，破産等の通知を受けていないこ

とを証明するものである。 
※２）法務局又は地方法務局発行の登記されていないことの証明書を提出

すること。なお，登記されていないことの証明書とは，成年被後見

人，被保佐人等の登記がされていないことを証明するものである。 
※３）身分証明書と登記されていないことの証明書は，両方提出が必要で

ある。 
（エ）市町村税を滞納していないことの証明書 

※１）福岡市内に本店又は支店・営業所等を有する者については，福岡市
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発行の納税証明のうち「市税に係る徴収金(本税及び延滞金等)に滞

納がないことの証明」がなされているものを提出すること。 

※２）上記以外の者については，所在地市区町村発行の証明書で，直近２

年分の市町村税の滞納がないことが確認できるものを提出すること。 
（オ）消費税及び地方消費税納税証明書 

※１）本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出すること。 
※２）証明書の種類は「納税証明書（その３）」を選択すること（「その３

の２」「その３の３」でも可）。 
（カ）委任状【様式２-２】 

※１）本設計提案協議の案件に係る本市との取引を代理人（支店長，営業

所長等）に行わせる場合は，【様式２-２】により委任状を作成して

提出すること。 
（キ）誓約書【様式２-３】 

※１）【様式２-３】に，代表者の所在地，商号又は名称，代表者役職名，

氏名を記入し，印鑑は実印を使用すること。 
（ク）役員名簿【様式２-４】 

※１）【様式２-４】に，代表者及び役員（カの委任状を提出する場合は代

理人（支店長，営業所長等）を含む。）の，氏名，フリガナ，生年月

日，性別を記入すること。 
※２）この情報は，福岡市の事務事業から暴力団を排除するために，福岡

県警察本部へ照会することに使用する。 

※３）役員とは，株式会社，有限会社の取締役，合名会社の社員，合資会

社の無限責任社員，公益法人，協同組合，協業組合の理事をいう。（監

査役，監事，事務局長は含まない。） 
（ケ）直近の決算２年分の財務諸表の写し 

※１）法人の場合は，直近決算２年分の貸借対照表，損益計算書，株主資

本等変動計算書の写しを提出すること。 
※２）個人の場合は，【様式２-５】をもとに作成のうえ提出すること。  

ウ 提出場所及び方法 

事務局に事前に電話で確認のうえ，事務局へ持参又は郵送（書留郵便等の配

達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

は参加者の負担となります。持参される場合は，受付期間の１０時から１７時

までにお越しください。ただし，１２時から１３時は除きます。郵送の場合に

は１１月９日（金）必着とします。 

エ 非参加理由に関する事項 

（ア）参加表明者のうち，参加資格を満たすと確認できない者に対しては，参加

できない旨とその理由（非参加理由）を書面（非参加通知書）により通知

します。 
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（イ）（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

除く。）以内に書面（様式は自由）により，福岡市長に対して非参加理由に

ついて説明を求めることができます。 

（ウ）（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）非参加理由の説明を求める書面の受付場所及び受付時間は以下のとおりで

す。 

        受付場所  事務局に同じ 

        受付時間 １０時～１７時（１２時～１３時は除く。） 

     （４）提案作品の提出 

参加者は，１つの提案作品を提出することができます。  

提案作品の提出は，次のとおり行ってください。 

    ア 受付期間 

       平成３０年１２月１７日（月） から 平成３０年１２月２７日（木） まで 

    イ 提案図書 

（ア）  次の図書を，正副１部提出してください。なお，提案図書は返却しませ

んので，必要に応じて事前に複製しておいてください。すべての提案図書

には，用紙右上の角（縦２ｃｍ×横５ｃｍの範囲内）に，参加表明書受付

後に交付した登録番号（MSゴシック体・10.5pt）を記入してください。 

【提案書】（Ａ１，片面横，２枚以内） 

設計概要，設計趣旨，外観スケッチなど 

【設計図書】（Ａ３，片面横，４枚程度，短辺２穴開けファイル綴じ） 

建築図面(平面図・立面図・断面図)のほか，配置，面積，仕上げ，

構造概要，設備概要並びに造園概要(平面図・断面図)のほか，計画が

分かるものなど 

        【維持管理計画】（Ａ３，片面横，１枚，設計図書へ綴じ込み） 

提案内容に応じ，必要となる年間の維持管理及び大規模改修などを

含めた計画及びコストを記載するもの。 

※ 審査の過程で参加者の匿名性を確保する必要があることから，提案書に

は参加者が特定できる事項等を記入することはできません。 

    （イ）作品提案書【様式３】 

（ウ）概算工事費内訳表【様式４】 

提案に係る概算工事費（諸経費，税込み）をご記入ください。 

（エ）（ア）～(ウ)を PDF形式に加工した電子データの入った CD-R１枚 

（ウイルス対策を実施した上で提出すること） 

   ウ 提出場所及び方法 

事務局に事前に電話で確認のうえ，事務局へ持参又は郵送（書留郵便等の配

達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
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は参加者の負担となります。持参される場合は，受付期間の１０時から１７時

までにお越しください。ただし，１２時から１３時は除きます。郵送の場合に

は１２月２７日（木）必着とします。 

 

８．委託契約 

①福岡市は，最優秀作品の設計者(建築設計者)が所属する建築事務所と当該提案に係

る基本設計業務および実施設計業務の委託契約を締結します。なお，最優秀作品の

設計者が所属する建築事務所と契約の締結に至らなかった場合は，優秀作品の設計

者が所属する建築事務所と委託契約を締結します。建築設計者は，参加表明書 【様

式２-１】に記載した設備設計者および造園設計者と協力して契約を履行してくださ

い。 

②提案作品の選定から契約締結までの間に，福岡市競争入札参加停止等措置要領に基

づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けた場合又は会社更生法による更生

手続開始又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされた等，経営状況が著

しく不健全であると認められる場合は，契約を行わないことがあります。 

③最優秀作品の設計者として選定された場合は，見積金額（【様式５】に記載の金額）

を提出していただき，記載された額を上限として見積合わせを行います。 

④ 契約書（案）は【別紙３】のとおりです。 

⑤ 福岡市合葬墓等整備工事設計業務を契約締結した者は，予算措置の状況によります

が，引き続き工事監理業務（合葬墓）及び意図伝達業務（管理事務所）を別契約で

委託する予定です。 

 

９．その他の留意事項 

(１) 本手続き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ります。 

(２) 参加表明書及び提案書の作成，提出及びヒアリングに関する費用は，参加者の負担

とします。参加表明者の提出日以後，選考結果の公表の日までの間に，参加表明者

又は参加者が次の事項のいずれかに該当したときは応募登録を取り消します。 

ア 提案作品提出期限に遅れた者又は提出図書に不備がある者 

イ 参加表明書及び提案図書に虚偽の記載をした者 

ウ その他，選考委員会が不適格と判断した者 

(３) 本提案競技に係る登録料は無料ですが，応募登録，質疑及び提案図書の提出，最終

審査等に関する費用は参加者の負担とします。 

(４) この要項に定める手続きを郵送，ファクシミリ若しくは電子メールにより行う場合

は，必ず事務局への到達を確認してください。 

(５) 提出された提案図書の著作権は，その参加者に帰属することとします。ただし，参

加者の承諾があれば，福岡市は無償で使用できるものとします。なお，最優秀作品

の使用権は本市が無償で譲り受けます。 

(６) 提出された参加表明書は，提出図書の参加者の選定以外に参加者に無断で使用しま
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せん。また，提出された書類は選定を行う作業並びに公表に必要な範囲において，

複製を作成することがあります。 

(７) 他者の著作権に抵触する画像，文書などの使用は認めません。また，雑誌，書籍，

ホームページ等からの無断借用も認めません。入選後に著作権侵害などの疑義が発

覚した場合，全ての責任は参加者が負うものとなります。その他，最優秀作品提案

者が契約相手方としてふさわしくないことが発覚した場合，市は選考委員会と協議

の上，次点である優秀作品提案者と契約を締結することがあります。 

(８) 提出期限以降における参加表明書及び提出図書の差替え及び再提出は認めません。

設計にあたっては，参加表明書に記載した参加者が担当すること。また，管理技術

者は，原則として参加者とすること。ただし，雇用上，病気，死亡，退職等のやむ

をえない理由が生じた場合には，変更できるものとしますが，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。 

(９) 参加表明書及び提出図書に虚偽の記載があった場合には，参加表明書又は提案図書

を無効とします。 

(１０) 入賞者に関しては，氏名・所属等を市ホームページ等で公表することとしておりま

すので，ご了承ください。なお，最優秀作品については，市ホームページ等で提案

作品の概要を公開する予定です。 

(１１) 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ことはできません。 

(１２) 次に掲げる者は，本提案競技に参加表明することはできません。 

     ア 当設計提案競技の選考委員 

     イ 当設計提案競技の選考委員またはその親族が所属する設計事務所 

      ウ イの組織に所属する者 

     エ 福岡市発注『福岡市立霊園合葬墓等導入基本構想策定業務委託』の受託者 

(１３) 参加者は，次に掲げる者から直接又は間接に支援を受けることはできません。 

     ア 当設計提案競技の選考委員 

     イ 大学に所属している委員の研究室に現に所属している者 

     ウ 委員の所属している設計事務所に現に所属している者 

(１４) 参加者（提出を予定している者を含む。）又はその関係者は，提案図書の参加者の

選定及び提案図書の特定に関して，選考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) 機能・維持管理上，法規上及び予算上等の理由により，協議の上，提案内容を一部

変更する場合がありますのでご了承ください。 

(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

中止する場合があります。この場合，参加者に対して市は一切の責任を負わないも

のとします。 
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(１７）この要領に定めることのほか，本提案競技を行うために必要な事項が生じた場合は，

本市が選考委員会と協議の上，これを定め，参加者に通知します。 

 

１０．事務局 

〒８１０－８６２０ 

福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市 住宅都市局 みどりのまち推進部 みどり政策課 

TEL：０９２－７１１－４４４６   FAX：０９２－７３３－５５９０ 

Email：midoriseisaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp 
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