
 

 

 

 

【別冊】 

 

 

福岡市合葬墓等整備設計提案競技 

設計条件書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 １０月 

福岡市 
 

 

 



- 1 - 
 

福岡市合葬墓等整備設計提案競技設計条件書 

 

１． 敷地の位置及び敷地条件 

（１） 計画敷地について 

ア 所在地   ：福岡市南区平和４丁目地内 

イ 敷地の範囲 ：参考資料４「設計対象範囲」 

ウ 敷地の面積 ：約５，７００㎡（平尾霊園全体 ２１６，６００㎡の一部 ） 

■合葬墓エリア       約２，５００㎡ 

■管理駐車場＆駐車場エリア 約１，２００㎡ 

■エントランスエリア    約２，０００㎡ 

（２） 都市計画などの指定状況 

① 地域・地区 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

     指定建ぺい率 ５０％，指定容積率 ８０％ 

防火地域・準防火地域の指定  指定なし 

その他の地域，地区の指定   風致地区， 建築物高さの最高限度 10m 

公共下水 処理区域内 上水道 

② 周辺道路の状況 

敷地に接する周辺道路の状況は次のとおりです。 

北：平和町小笹線 （幅員 7.6ｍ～8.0ｍ） 

（参考資料３「平尾霊園区域図」） 

 

２． 設計条件 

（１） 計画施設 

合葬墓   約３５０㎡ 

管理事務所 約１００㎡（別途，外部プレハブ倉庫 約１０㎡） 

外構工事（駐車場整備を含む） 約５，３００㎡ 

（２） 諸室の必要面積 

「３．各室諸元表」参照 

（３） 予定工事費 

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） 

※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。 

※各エリアの予定工事費は目安です。全体の予定工事費内であれば，各エリアの工事

費の内訳は若干変動しても構いません。 
※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。 
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（４） 施設整備の与条件等 

① コンセプト 

・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。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。 

② 許可手続き 

・敷地は，第一種低層住居専用地域にあるため，合葬墓・事務所等を建築するための

建築基準法第 48 条の許可が必要です。48条の許可の手続きの際には，住民説明会を

開催する必要があるため，その資料作成等が必要となります。 

③ 合葬墓エリア 

・合葬墓は，公共施設であるため，宗教色をださないこと。 

・墓参者は，納骨堂と違い，合葬墓の中に入り，参拝することはできないので，墓参

者が個別埋葬室に入ることは考慮しないこと。 

・ただし，合葬墓へ入る出入口近くは，骨壺を管理事務所から合葬墓に移す場合を考

慮して，車の寄り付きができるようにすること。また，その動線が人目に付きにく

くなるような配慮を行うこと。 

    ・個別埋蔵室の棚は，効率的な収納ができるように提案すること。 

・合葬墓敷地東側隣地には，住宅等があるため，合葬墓が直接見えないように樹木等

による目隠しを行うなど，周辺住環境に配慮した計画とすること。 

    ・合葬墓の躯体は，湿気や漏水，耐久性を考慮すること。 

    ・既存の遊具を更新するとともに，広場機能を確保した空間を設けること。現在，近

隣住民による広場の利用があるため，５０人程度が活動できる広さを確保すること。 

・前記の広場と参拝者が参列するために滞留するスペースは分離すること。 

・前記の滞留するスペースには，参拝者が休憩できるスペースを設けること。 

・既存の藤棚は撤去してよいものとする。 

  ・耐用年数経過後も合葬墓の形態が維持できるように配慮すること。 

④ 管理事務所&駐車場エリア 

   ・管理事務所の位置は，霊園エントランス及び合葬墓が見えやすく，駐車場の出入り

を妨げない位置に配置すること。 

  ・既存のトイレは既存のまま残置した計画とすること。 

    ・既存管理事務所の北西側の倉庫は仮設物であるため，将来的には撤去するものです。 

  ・既存の外部プレハブ倉庫は，撤去･新設すること。 

  ・外部プレハブ倉庫は墓園利用者が利用しやすい配置とすること。 

⑤ エントランスエリア 

・季節感を演出するような彩を添える花木や草花を効果的に配植すること。 

・樹木については，可能な限り保存することが望ましいが，枯損木や樹形が崩れたも

のについてはこの限りではないものとする。 

（５）その他の条件 

・検討にあたっては，上記の内容に留意してください。また，その他の条件等として，

【別紙２】の仕様書に従ってください。なお，本設計競技において最優秀作品とし

て選定された作品は，優れた提案であることと同時に特にコスト，構造，施工性に

ついて，実現可能性を有していることが求められます。 
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３． 各室諸元表 
 

合葬墓棟  合計 350 ㎡程度 

主な室名等 用途・要求機能 
要求面積の目安 

又は収容人数等の目安 

個別埋蔵室 ・合計 6,000 体の骨壺（標準サイズを 5 寸壺･箱
入りとする）を効率的に棚に収納できること。 

・床面積を極力抑えるため，可動棚とすること。 
・骨壺の運搬の際の台車等の通行を考慮して，搬

出入用の通路を確保すること。 

 

合同埋蔵室 ・合計 36,000 体以上のお骨を白布袋に入れた状
態で埋蔵するものとする。 

・適度な間隔で仕切ること。 
・地下階に設置すること。 

50㎡程度 

作業室 ・個別埋蔵室内にある骨壺や直接埋蔵される骨壺
からお骨を取り出し，白布袋に入れ替える作業
を行う。 

・手洗い･棚設置。 

 

機械室  適宜 
参拝所 ・お盆時期等には多数の参拝者が見込まれるた

め，１時間最大 200人の参拝に対応できる滞留
スペースを確保すること。 

・清掃しやすい構造で参拝者数に見合った献花
台，香炉台，線香台，着火場を設置すること。
（一部仮設対応可） 

・献花台等の設置場所には屋根を設けること。 

上記面積に含めな
い。 
別棟でも可。 

 
管理事務所棟  合計 100 ㎡程度 

主な室名等 用途・要求機能 
要求面積の目安 

又は収容人数等の目安 
事務室 ・待合スペース，受付カウンターを設置 

・机４台，パソコン，コピー機，書類棚，金庫 
・ﾐｰﾃｲﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ（４人用）,キーボックス，行事
予定表 

事務員４人程度 
80㎡程度 

更衣室兼休憩所 ・ロッカー４台 
・押入れ 

給湯室 ・流し台，吊り戸棚，換気扇，食器棚 
・外部ドアを設置 

トイレ ・来園者の利用も想定して事務室入口近くに配置
(事務員と兼用) 

・大便器(洋式)２基，小便器１基 
・手洗い，ＳＫ 

倉庫 
(一部，骨壺一時保
管庫として利用) 

・骨壺（箱入り）は 50 体程度を棚に収納できる
こと 

・外部ドアを設置 
20㎡程度 

 
外部   

主な室名等 用途・要求機能 
要求面積の目安 

又は収容人数等の目安 
外部プレハブ倉庫 ・倉庫内には貸出用の備品(ホウキ，バケツ，チ

リトリ，手桶，柄杓等)を用意する。 
10㎡程度 

駐車場 ・一般用駐車施設及び車いす使用者用駐車施設を
設置する。 

約 20台程度 
（内，車いす使用
者用駐車施設５台
程度） 
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＜参考：合葬墓の埋蔵区分と埋蔵数（運用イメージ）＞ 

 

埋蔵区分 埋蔵数／年 埋蔵数合計 運用年数 

一定期間 

個別埋蔵後

合葬 

30年 

300 

75 2,250 30年 

20年 150 6,750 40年 

10年 75 6,000 50年 

直接合葬 300 21,000 60年 

計 600 36,000  

          個別埋蔵室  6,000体 

          合同埋蔵数  36,000体（一定期間後合葬募集終了後は直接合葬とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料一覧＞ 

参考資料１ 「位置図」 

参考資料２ 「都市計画図」 

参考資料３ 「平尾霊園区域図」 

参考資料４ 「設計対象範囲」 

参考資料５ 「測量図」 

参考資料６ 「地質調査結果」 

参考資料７ 「福岡市立霊園合葬墓等基本構想」 

参考資料８ 「既存管理事務所周辺インフラ図(参考図)」 

 


