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砂像展示劇場・サンドシアター（仮称）整備事業設計業務委託仕様書 
 
１ 業務名 

砂像展示劇場・サンドシアター（仮称）整備事業設計業務委託 
 
２ 業務目的 

芦屋町は、福岡県の北端に位置し、行政面積 11.58 ㎢の町域。しかし、航空自

衛隊芦屋基地と町のほぼ中央を流れる一級河川遠賀川が町域の３分の１を占めて

いる。本町の特性は、美しく豊かな自然、特に響灘に面する美しく変化に富んだ

海岸線の美しさにある。福岡県の天然記念物にも指定されているはまゆう群生地

（自生の北限地）や、遠賀川をはさんだ東側は洞山に代表される迫力ある奇岩が

連なる海岸、西側は白い砂浜が広がる海岸と変化に富んでおり、さらに海岸線に

はサイクリング専用道路がある。 
また、地域特性を活かしたイベントも多く、特に「花火大会」や「あしや砂像

展」、「航空自衛隊芦屋基地航空祭」などは県内外からの集客もある。町内にはか

つて港町として栄えた街並みや古い歴史をもつ神社仏閣、文化財も豊富である。 
なかでも中世に茶の湯釜の名品として名を馳せた「芦屋釜」は、現代の茶席に

おいても主役を務める存在であり、大変珍重されている。その芸術性、技術力に

対する評価は今なお高く、国指定重要文化財の茶の湯釜９点のうち８点を芦屋釜

が占めている。これは鋳物に適した良質な砂の採取や、博多に次ぐ要港であった

芦屋の海運を利用した流通経路の発達といった背景があると考えられている。 
現在、本町では、歴史文化や自然豊かな海岸線といった豊富な地域資源を活か

した観光まちづくりに取り組んでおり、なかでも海を活かした地方創生に取り組

んでいる。こういったなか、地方港湾芦屋港は、福岡県が管理する物流港として

広大な面積を有しているものの、そのほとんどが利活用されていないため、本町

にとって課題のひとつとなっている。この課題を解決するとともに、地方創生の

取り組みを実現するため、観光レジャー要素を持った港として、既存施設を有効

に活用しながら、新たに求められる機能を導入し、海の玄関口として観光拠点化

を図り、地域経済の活性化に寄与する「芦屋港活性化事業（レジャー港化）」に取

り組んでいる。 
その取り組みをすすめるため、芦屋港及び周辺機能の活性化の方向性を示すも

のとして、「芦屋港活性化基本計画」を平成３１年３月に策定（令和２年５月に一

部変更）した。この基本計画において、本町の観光集客を担う施設として、砂像

（砂の彫刻）を屋内で制作展示する施設を新たに整備し、施設周辺には賑わい創

出の場や憩い・交流の場として活用する広場を併せて整備する計画である。 
砂像展示劇場・サンドシアター（仮称）は、本町への集客拠点施設となるべ

く、芸術性の高い砂像を９カ月間常設展示（作品を年１回入れ替えるため、制作

期間が３ヶ月必要となる）し、デジタル技術活用による演出を行うことで、エン
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ターテイメント空間を創出し、本町への新たな人の流れを生み出し、さらにはリ

ピーターの集客に繋げるための施設となることを計画している。また、本施設及

び周辺広場を活用して、地元の小中学生を対象とした授業や制作方法を学ぶ体験

教室などを行い、次世代を担う子どもたちへの砂像文化の定着・継承に寄与する

施設となることを目的としている。 
さらに、町にあるブランド化されている「芦屋釜」との連携や、本町来訪者が

本施設を中心に町内を周遊でき、町内への経済波及効果を創出することを目的と

している。 
本業務では、砂像屋内展示室を兼ね備えた観光集客施設の建設をおこなうにあ

たり、「芦屋港活性化基本計画」を踏まえ、集客するために備えるべき機能や、 
砂像制作展示に関する課題、周辺施設との調和など、設計の前提となる整備方針

や与条件を整理した上で、砂像制作や管理運営者などの関係者との意見を聞きな

がら、設計業務を行うことを目的とする。 
また、こころとカラダに心地よい空間として、非日常体験ができる施設及び広

場の整備を念頭に、駐車場からの利用者動線等にも考慮した設計業務を行うもの

とする。 
 
３ 履行期間 

契約締結の翌日から令和５年１１月３０日までとする。 
（１）測量及び地質調査業務 

契約締結の翌日から令和４年１２月３１日までとする。 
（２）広場（駐車場含む）基本設計及び実施設計業務 
   契約締結の翌日から令和５年３月３１日までとする。 
（３）施設基本設計業務 
   契約締結の翌日から令和５年３月３１日までとする。 
（４）施設実施設計業務 

    令和５年４月１日から令和５年１１月３０日までとする。 
 
４ 施設概要 

（１） 施設名称  砂像展示劇場・サンドシアター（仮称） 
（２） 施設用途  平成３１年国土交通省告示９８号別添二第１２号第２類として 
          実施設計において用途を決定する。ただし、実施の施設は同告 

示第４号第２類又は第５号第２類を想定している。 
（３） 建設予定地 福岡県芦屋町西浜町３８４３番地４ 

 
５ 設計与条件等 

（１）敷地の条件 
  ①敷地面積 １９，０００㎡程度。その内駐車場として６，０００㎡程度とす 
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る。 
  ②用途地域 臨港地区（都市計画区域内（非線引き） 臨港地区で区分なし） 

建ぺい率６０％ 容積率２００％ 防火地域指定なし 
    ③地域地区等 土砂災害特別警戒区域外 

④前面道路による容積率制限 0.4 
    ⑤高さ制限（道路斜線制限）∠1.25（隣地斜線制限）20m＋∠1.25 

  ⑥日影による高さ制限 （対象建築物） 最高高さ＞10m 
    ⑦上下水道 上下水道供給地域 
    ⑧電気 九州電力供給地域 

（２）施設の条件 
    ①延床面積 

３，０００㎡程度とし、砂像を制作・展示する空間（居室）は２，５００㎡ 
（床面なし）と想定し、本業務において決定する。 

②主要構造 
Ｓ造３階建て（約１６ｍ）を想定し、本業務により決定する。 

③耐震安全性の分類  
構造体「Ⅱ類」、建築非構造部材「Ｂ類」、建築設備「乙類」を想定し、本業 
務において決定するが、防災拠点として大地震や台風などのいかなる自然災 
害にも耐えられる安全性を確保するため、「官庁施設の総合耐震・対津波計画 
基準（国土交通省）」で定める耐震安全性の基準を目標とする。 

④展示室以外の居室 
本業務において決定する。 

⑤駐車場  
本事業エリア全体のバランス及び施設キャパ等を考慮し、必要数は本業務に 
おいて決定する。 

⑥広場 
本業務において決定する。 

⑦概算工事費 
約８億２千万円程度を想定し、本業務において決定する。ただし、消費税 

及び地方消費税含み、外構工事費は含まないものとする。 
（３）考慮すべき事項 

①「芦屋港活性化基本計画」等で示す砂像屋内展示施設の考え方を考慮しなが 
ら業務を遂行すること。 

②施設はＬＣＣに配慮し、ランニングコストの低減かつメンテナンス性に優れ 
たものとする。 

③毎年、砂像制作をすることを考慮して、特に機械設備の防塵対策等のメンテ 
ナンスに十分配慮したものとすること。 

④本施設を整備するにあたり、将来の機能転換を変更し易いものとなることを 
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考慮して本業務を遂行すること。 
⑤芦屋港活性化エリアにおけるランドマークとなり、芦屋町内はもとより、広 

域観光集客及び周遊拠点と位置付ける施設として整備する。 
⑥リピーター確保のため、砂像展示に留まらず、音響・照明やデジタル技術活 

用による演出効果を行う施設とする。 
⑦広場では、賑わい創出のために飲食やその他イベントが実施できるように、 

上下水道や電気などのインフラ整備を考慮して業務を遂行すること。 
（４）想定スケジュール 

令和４年１０月～令和４年１２月 測量及び地質調査 
令和４年１０月～令和５年 ３月 基本設計・実施設計（駐車場・広場） 

※施設は基本設計のみ 
令和５年 ４月～令和５年１１月 実施設計 
令和５年１２月～令和６年 ２月  業者選定（施設建設工事） 
令和６年 ２月～令和７年 ２月 施設建設工事 
※駐車場・広場工事は実施設計後に決定する。 

 
６ 業務内容 

（１）基本設計業務 
①一般業務の範囲 

建築（総合）基本設計に関する標準業務 
建築（構造）基本設計に関する標準業務 
電気設備基本設計に関する標準業務 
給排水衛生設備基本設計に関する標準業務 
空調換気設備基本設計に関する標準業務 
機械設備（昇降機を含む。）基本設計に関する標準業務 
駐車場・広場基本設計に関する標準業務 

②追加業務の内容及び範囲 
(ｱ) 一般事項 

ａ コスト縮減計画書・ライフサイクルコスト概算書の作成 
ｂ リサイクル計画書の作成 
ｃ 透視図作成（鳥瞰１点、外観１点、内観２点）サイズＡ３ 

(ｲ) 計画作成業務 
ａ 備品、家具等のレイアウト及びリスト作成を含む概算業務 
ｂ サイン計画の方針及び計画図等の作成 

 (ｳ) その他 
ａ 概略工事工程表の作成 
ｂ 比較検討資料の作成 
ｃ 現況測量・高低測量 
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（施設の建設に必要な測量として、敷地面積全体の測量を想定している。） 
ｄ その他本業務に必要な業務 

（２）実施設計業務 
①一般業務の範囲 

建築（総合）実施設計に関する標準業務 
建築（構造）実施設計に関する標準業務 
電気設備実施設計に関する標準業務 
給排水衛生設備実施設計に関する標準業務 
空調換気設備実施設計に関する標準業務 
機械設備（昇降機を含む。）実施設計に関する標準業務 
駐車場・広場実施設計に関する標準業務 

②追加業務の内容及び範囲 
(ｱ) 一般事項 

ａ 積算業務 
（積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積の徴収、見積検討資 

料の作成、設計内訳書の作成等） 
(a) 建築積算 
(b) 電気設備積算 
(c) 給排水衛生設備積算 
(d) 空調換気設備積算 
(e) 昇降機等積算 
(f) その他積算 

ｂ コスト縮減計画書・ライフサイクルコスト概算書の作成 
ｃ リサイクル計画書の作成 
ｄ 透視図作成（鳥瞰１点、外観１点、内観２点）サイズＡ３ 

(ｲ) 申請手続き等業務 
ａ 関係法令等に基づく各種申請手続き又は届出業務（標識看板の作成及び設 

置・撤去、設置報告書等の作成・届出等を含む。） 
ｂ 特定建築物環境配慮計画書の申請手続き業務及び計算書の作成 
ｃ 確認申請手続き業務（手数料の納付は含まない。） 
ｄ 構造計算適合性判定に係る申請手続き業務（手数料の納付は含まない。） 
ｅ 省エネ適合判定に係る申請手続き業務（手数料の納付は含まない。） 
ｆ 人にやさしい街づくり条例の申請手続き業務 

(ｳ) その他 
ａ 概略工事工程表の作成 
ｂ 概算工事費の検討業務 
ｃ 模型を作成すること（１／３００程度、アクリルケース入り） 
ｄ 比較検討資料の作成 
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ｅ その他本業務に必要な業務 
ｆ 各種構造計算書等 

（３）測量業務 
①基準点測量：地形の現地測量に向けて、4 級基準点を設置する。 

②現地測量 ：基本設計から実施設計の現況図として使用するため、現地地形 

測量を行い縮尺 1/250 の平面図を作成する。なお、観測する地 

表物や標高単点の範囲や密度については、業務担当者との十分 

な協議により決定する。 

③路線測量 ：計画地の造成設計及び施工管理に使用するための縦横断測量を 
実施する。中心線の位置や測量範囲については、業務担当者と 
の十分な協議により決定する。 

（４）地質調査業務 
①土質ボーリング（砂・砂質土φ66mm、オールコア） L=40ｍ 

②岩盤ボーリング（軟岩φ66mm、オールコア）    L=10ｍ 

③標準貫入試験（砂・砂質土φ66mm）        N=40回 

④標準貫入試験（軟岩φ66mm）           N=10回 

⑤資機材運搬トラック２t積2.9t吊          N=2日 

⑥準備及び跡片付け                N=1業務 

⑦平坦地足場                   N=5箇所 

⑧調査孔閉塞                   N=5箇所 

⑨報告書作成                   N=1業務 

（５）業務の一般事項 
①基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 
②監督職員の指示により「設計説明書」に必要事項を記入のうえ、関連する資 

料とともに監督職員に提出する。 
③受託者は、業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守すること。 
④受託者は、業務の実施に当たっては、発注者と協議を行い、その意図や目的 

を十分に理解した上で適切な人員配置のもとで進めること。 
⑤受託者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。 
⑥受託者は、自社の中から管理技術者を選任し、発注者に報告すること。 
⑦業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行い、指 

示を仰ぐこと。 
⑧業務上知り得た情報は漏らしてはならない。特に、設計内訳書については、 
 慎重に取扱うこと。 

（６）業務計画書の提出 
①受託者は、契約締結後７日以内に業務計画書を作成の上発注者に提出し、承 

認を得ること。 
②業務計画書には、次の事項を記載すること。（任意様式） 
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検討業務内容 
業務遂行方針 
業務詳細工程 
業務実施体制及び組織図 
管理技術者、各主任及び担当技術者の一覧表及び経歴書 
協力者がある場合は、協力者の概要及びその技術者の一覧表 
業務フローチャート 
打合せ計画（業務詳細工程に併記可） 
その他発注者が必要とする事項 

③事業計画書に定める事項の記載内容に追加又は変更が生じた場合には、速や 
かに発注者に文書で提出し、承認を得ること。 

（７）打合せ及び議事録 
業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者と受託者は打合せを行い、業務 
方針の確認、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、受託者が 
その都度記録し、発注者の確認を得ること。 

（８）検査 
①業務が完了したときは、業務完了通知書により通知するとともに、成果品を 

提出し発注者の検査を受けること。 
②業務完了期限前であっても、発注者が予め成果品の提出期限を指定した場合 
 には、その指定する期限までにその時点における成果品を提出し、検査を受 

けること。 
（９）適用基準等 

本委託業務の実施に当たって、適用する基準は建築基準法その他関係法令 
及びその他これに基づく条例規則等（下記参照）の規定のほか、特記なき場 
合は国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。なお、 
基準ならびに資料等については最新版を使用するものとする。 

【共通】 
建築設計業務等電子納品要領 
官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（営繕業務編） 
建設副産物適正処理推進要綱 
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 
官庁施設の環境保全性に関する基準 
防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン 
公共建築工事における工期設定の基本的考え方 

【建築】 
官庁施設の基本的性能基準及び同解説 
建築工事設計図書作成基準 
公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 
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建築物解体工事共通仕様書 
建築設計基準及び同解説 
建築構造設計基準及び同解説 
建築鉄骨設計基準及び同解説 
建築工事標準詳細図 
鉄筋コンクリート構造配筋要領 
擁壁設計標準図 
構内舗装・排水設計基準 
省エネルギー建築設計指針 

【建築積算】 
国土交通省建築工事積算基準 
建築数量積算基準・同解説 

【設備】 
官庁施設の総合耐震診断・改修基準 
建築設備計画基準 
建築設備工事設計図書作成基準 
公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 
公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 
建築設備設計計算書作成の手引 
省エネルギー建築設計指針 

【設備積算】 
国土交通省公共建築工事積算基準 
公共建築設備数量積算基準・同解説 

【土木】 
   道路土工要領 
   道路土工-切土工・斜面安定工指針 
   土質試験の方法と解説 

【土木積算】 
土木工事標準積算基準書（共通編） 
土木工事標準積算基準書（道路編） 
土木工事標準積算基準書（電気通信編） 

 
７ 基本設計業務 

（１）業務仕様 
本仕様書に記載されていない事項は、公共建築設計業務委託共通仕様書によ 
る。また、同共通仕様書に規定のない事項については、発注者と受託者の協 
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議により決定する。 
（２）設計業務の内容及び範囲 

①建築（総合）基本設計に関する標準業務 
②建築（構造）基本設計に関する標準業務 
③電気設備基本設計に関する標準業務 
④機械設備基本設計に関する標準業務 

（３）設計業務の内容及び範囲 
各業務に先立ち現地調査等を行い、現況を十分に把握し、その結果を発注 

者に文書で報告すること。 
①設計条件等の整理 
【条件整理】 

「芦屋港活性化基本計画」に基づき、諸室の機能及び耐震性能や設備機能の 
水準など様々な要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 

【設計条件変更等の場合の協議】 
発注者から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に 
相互矛盾がある場合若しくは整理した設計条件に変更がある場合において、 
発注者に説明を求め、又は発注者と協議する。 

②法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 
【法令上の諸条件の調査】 

基本設計に必要な範囲で、対象建築物の建築に関する法令及び条例上の制約 
条件を調査する。 

【建築確認申請等に係る関係機関との打合せ】 
基本設計に必要な範囲で、建築確認申請等を行うために必要な事項について 
関係機関と事前に打合せを行う。 

③上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 
基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供 
給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 

④基本設計方針の策定 
基本設計方針を策定する。 

【総合検討】 
設計条件に基づき、基本設計を取りまとめていく考え方を総合的に検討し、 
その上で業務体制、業務工程等を立案し、設計業務実施計画書を作成する。 

【建設敷地の前提条件の整理】 
基本計画で選定された敷地について、法規制、敷地面積、形状、敷地内附属 
棟、接道条件等の前提条件を整理する。 

【規模設定】 
各執務室や必要な機能及び面積規模を設定する。 

【概算事業費の算定】 
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(ｱ) イニシャルコストの算定 
上記の建物配置計画に基づき、本体工事及びこれに附帯する外構工事、 
既存杭撤去工事など全体の概算事業費を案毎に算定する。また、構造種 
別、基礎方式、設備システム等における比較検討も行う。 

(ｲ) ランニングコストの算定 
運用費、保全費、更新費、一般管理費等の概算費用を案毎に算定する。 

⑤基本設計図書の作成 
基本設計方針に基づき、発注者との協議の上、基本設計図書を作成する。 

⑥概算工事費の検討 
基本設計の中間地点及び基本設計図書の作成が完了した時点において、当該 
基本設計図書に基づく工事に通常要する費用を積算し、工事費概算書（工事 
費内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ。）を作成する。なお、基本設計 
図書の作成が完了した時点においては、年度割額も算出する。 

 
８ 提出成果品 

本業務に係る成果品は以下のとおりとする。 
 
 （１）調査業務 

内容 提出部数 
地質調査 調査結果報告書 

３部 

柱状図 
断面図 
土質試験結果表 
土質標本 

測量 測量成果簿 
 

（２）基本設計 
内容 提出部数 

基本設計図（別表に掲げる設計図書） 

３部 

打ち合わせ記録簿 
事業スケジュール工程表 
工事工程表 
工事費概算書 
透視図（外観２種・内観２種・カラー表現・A２） 
上記電子データ（ＣＤ－Ｒ等） 
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（３）基本設計図の別表 
設計の種類 成果図書 

建築（総合） 建築（意匠）設計図 
基本設計説明書 

構造 基本構造計画案 
構造計画概要書 
構造仕様概要書 

設備 電気設備 電気設備計画概要書 
電気設備設計図 
昇降機設備計画概要書 
仕様概要書 

機械設備 空気調和設備計画概要書 
空気調和設備設計図 
給排水衛生設備計画概要書 
給排水衛生設備設計図 
仕様概要書 

外構（駐車

場・広場） 
外構計画説明書 
外構設計概要書 

その他 日影図 
開発工事設計図(開発行為) 
写真 
各種技術資料、報告書、計算書 
各記録 

 
（４）実施設計 

内容 提出部数 
実施設計図（別表に掲げる設計図書） 

３部 

数量計算書 
打ち合わせ記録簿 
事業スケジュール工程表 
工事工程表 
建築積算書 
透視図（外観２種・内観２種・カラー表現・A２） 
原図 １部 
模型（アクリルケース入り）1/300 程 １点 
上記電子データ（ＣＤ－Ｒ等） ３部 

  



 

12 
 

（５）実施設計図の別表 
設計の種類 成果図書 

建築（総合） 建築（総合）設計図  
確認申請図書 
建築工事積算数量算出書 
建築工事積算数量調書（内訳書） 
構造計算書 

設備 電気設備 電気設備設計図 
昇降機設備設計図 
電気設備設計計算書 
昇降機設備設計計算書 
確認申請図書 
電気設備工事積算数量算出書 
電気設備工事積算数量調書(内訳書) 

機械設備 空気調和設備設計図 
給排水衛生設備設計図 
空気調和設備設計計算書 
給排水衛生設備設計計算書 
確認申請図書 
機械設備工事積算数量算出書 
機械設備工事積算数量調書(内訳書) 

外構 駐車場・広場 仕様書 
平面図（各階） 
断面図 
小構造物詳細図 
配置図 
構造図 

その他 各種技術資料、報告書、計算書 
各協議記録、打合せ記録等 
工事説明用資料 

 
（６）電子データの提出 

電子データ等の提出については、最新のウィルスチェックを行うこと。 
※電子納品とは異なる。 

（７）納品等諸事項 
①成果物は、製本による図書と電子納品による。 
②使用する言語は日本語、数字は算用数字、通貨は日本円、単位は計量法（平 
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成 4 年法律第 51 号）に定めるものとする。 
③電子納品は、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに件名を表示して３部提出すること。 
④製本化した成果物の元となったデータファイルも合わせて提出する。 
⑤デザインやレイアウトに配慮し、写真、イラスト及び表等を盛り込むほか、 

見やすい配色（カラーユニバーサルデザイン推奨のものなど）とし、文字は 
ＵＤ書体とするなど、読みやすいものとすること。 

（８）著作権等について 
提出図書等の著作権および使用権は芦屋町に帰属する。 

 
９ その他 
（１）この特記仕様書は、委託業務の概要を示すものであり、委託契約段階におい

て、修正・追加等を行う場合がある。 
（２）本仕様書に定めのない事項並びに仕様書に疑義が生じた場合は、別途協議す

るものとする。 


