国際デザイン競技の手続開始の公示

ー、サッカー又は陸上競技等）の基本設計又は
実施設計の実績を有する者

次のとおり競技に付します。
平成 24 年 7 月 20 日

又は実施設計において、管理技術者又は建築意

独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長

なお、実績を有する場合には、その基本設計

河 野 一 郎

１ 概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 競技の名称
新国立競技場基本構想国際デザイン競技
(3) 競技の目的及び内容
2019 年に日本で開催されるラグビーワール

匠に関する主任技術者として主要な役割を果
たした者であることを要する。
３ 応募者の制限
次に掲げる者は、デザイン競技に応募することがで
きない。
(1) 審査委員会の委員
(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員
及び事務局関係者

ドカップ及び 2020 年オリンピック・パラリンピッ

(3）前記（1）、（2）に掲げる者と同居している親

ク競技大会を視野に入れた国立競技場の改築に係

族又はこの者が自ら主宰し若しくは役員、顧問等

る新国立競技場基本構想デザイン案を募集するも

として関係する組織に所属する者

のである。
２ 応募資格
(1)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、外国においては、デ
ザイン競技の対象となる建築物の設計監理業務を行
う資格を有する企業であること。
(2) 応募者の代表者若しくは構成員が次のいずれかの

(4) 応募者は、前項に掲げる者から、デザイン競
技に関し直接又は間接に援助その他情報提供
を受けてはならない。
４ 手続等
(1) 提出場所、募集要項の交付に係る登録及び問い合
わせ先
〒160－0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 10 番 1 号

資格を有する者であること。

独立行政法人日本スポーツ振興センター

① 建築士法に基づく一級建築士である者

新国立競技場国際デザイン競技事務局

② 外国においては、デザイン競技の対象となる建築
物の設計監理業務を行う資格を有する者
(3) 応募者の代表者若しくは構成員が次のいずれかの
実績を有する者であること。
① 次のいずれかの国際的な建築賞の受賞経験を有
する者
1） 高松宮殿下記念世界文化賞（建築部門）
2） プリツカー賞
3） ＲＩＢＡ（王立英国建築家協会）ゴールドメ
ダル
4） ＡＩＡ（アメリカ建築家協会）ゴールドメダ
ル
5） ＵＩＡ（国際建築家連合）ゴールドメダル
② 収容定員 1.5 万人以上のスタジアム（ラグビ

TEL 03-5410-9140
電子メール compe-info@naash.go.jp
URL http://www.jpnsport.com
(2) 募集要項の交付期間、場所及び方法
本公告の日 13 時 00 分～平成 24 年 9 月 25 日 専
用ホームページにてダウンロードすること。
(3) 登録申込書、応募資格確認申請書受付期間及び方
法
平成 24 年 9 月 10 日 17 時 00 分 までに、電子メ
ールにて送付すること。
(4) 作品、著作者証の受付期間、場所及び方法
平成 24 年 9 月 10 日～平成 24 年 9 月 25 日 17 時
00 分 ４(1)に同じ。
作品の提出は、事務局に直接搬入又は郵送並びに

輸送代行業者によるものとする。
５ その他
(1) 手続において使用する言語

日本語又は英語の

どちらかの言語を選択できる。ただし、日本語で提
出する場合は、必ず、英語版を提出すること。
(2) 手続において使用する寸法 メートル法
(3) 募集要項に記載されている失格要件に該当する場
合は、失格とする。
(4) 当該業務に直接関係する他の業務の契約を当該業
務の最優秀者と随意契約により契約する予定の有
無。 有（最優秀者は、デザイン監修を行う。）
(5) その他 詳細は、募集要項による。
６ Summary
(1) Contracting Entity：Ichiro Kono President,
JAPAN SPORT COUNCIL
(2)Classification of the products to be procured：
42
(3) Nature and quantity of the products to be
required：
New National Stadium International Concept
Design Competition Application Guidelines for
Basic Concept of the New National Stadium
(4) Registration: opens from 1:00 pm July 20, 2012
and must arrive by 5:00 pm September 10, 2012
(Japan time; hereinafter the same)
(5) Proposals may be submitted: from September 10
and must arrive by 5:00 pm September 25
(6) Contact point for the notice:
Organized by: Bureau of New National Stadium
International Concept Design Competition for
the New National Stadium 10-1, Kasumigaoka,
Shinjuku-ku, Tokyo
TEL 03-5410-9140
mail compe-info@naash.go.jp
URL http://www.jpnsport.com

