
福岡市合葬墓等整備設計提案競技 質疑回答 回答⽇︓2018/11/2
受付期間︓2018/10/22〜2018/10/29

No 資料名 ⾴ 項⽬ タイトル 質問 回答

1 説明書 2 2.事業の概要 (１)事業スケジュール
全体設計スケジュールの範囲であれば，基本設計と実施設計の各設計期間の割合の調整
は可能でしょうか。

不可です。履⾏期間は説明書のP2.2(2)③に記載のとおりです。

2 説明書 3 2.事業の概要 (２)業務概要
設計対象範囲は約5,700㎡で，周辺整備の整備⾯積は約5,300㎡とありますが，この違
いはなぜでしょうか。

周辺整備の整備⾯積は，合葬墓や管理事務所などの建築⾯積を差し引きしたも
のです。

3 説明書 4 4.参加資格 (２)参加に対する制限
参加資格で「構造，設備，積算，造園等の協⼒事務所は複数の参加事務所の協⼒者にな
れるが，参加者本⼈として本提案設計協議に参加することはできない」との解釈でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 説明書 4 4.参加資格 (２)参加に対する制限
「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」とありますが，
他の設計者の協⼒者になることは可能でしょうか。

可能です。

5 説明書 4 4.参加資格 (２)参加に対する制限 協⼒者は他の提案者と重複して協⼒を依頼することは可能か。 可能です。

6 説明書 5 4.参加資格 (３)建築設計者
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ありませんが，参加は可能で
しょうか。もし不可の場合，実績のある設計事務所と連盟(共同体)で参加することは可
能でしょうか。

実績がない場合は参加不可です。なお，共同企業体での応募は可能ですが，共
同企業体の代表者は実績が必要です。別添ファイル（【追加資料1】共同企業体
参加要領）に基づき⼿続きを⾏ってください。

7 説明書 5 4.参加資格 (３)建築設計者
建築設計者として２社以上による連盟での参加，または共同体を結成しての参加は可能
でしょうか。

共同企業体での応募は可能ですが，共同企業体の代表者は実績が必要です。別
添ファイル（【追加資料1】共同企業体参加要領）に基づき⼿続きを⾏ってくだ
さい。



8 説明書 5 4.参加資格 (３)建築設計者
管理技術者の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は現所属建築事務
所と異なる建築事務所在籍時の実績でも構いませんでしょうか。

管理技術者本⼈の実績であれば，所属事務所については不問とします。

9 説明書 5 4.参加資格 (３)建築設計者
「国または地⽅公共団体等」に，以下の団体は該当するでしょうか。
・⼀橋⼤学
・⼤阪府住宅供給公社

該当します。

10 説明書 5 4.参加資格 (３)建築設計者
「国または地⽅公共団体等」の中には国⽴⼤学法⼈も含まれると考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

11 説明書 5 4.参加資格 (３)建築設計者
「国または地⽅公共団体等」とあるが，⽇本国，ならびに⽇本国以外の国または地⽅公
共団体等と考えてよろしいか。

⽇本国以外の国または地⽅公共団体等の実績をもって参加を申し込まれる場合
は，その実績が，法律や規約などの規制による調整業務等が⽣じる⽇本国内に
おける国や地⽅公共団体等との実施設計業務と同等以上のものであることが求
められます。それが証明できる書類を提出してください。あわせて管理技術者
同等以上の⽴場で業務を⾏ったことが分かる書類も提出してください。

12 説明書 5 4.参加資格 (３)建築設計者
管理技術者の要件のうちの実績について，管理技術者として従事した実績かまたは，担
当者として従事した業務の実績でよいかご確認をお願いします。

管理技術者の実績は，管理技術者として従事した実績を対象とします。

13 説明書 7 ７.⼿続き等 (１)現場説明 夜間の閉園時に，通⾏を制限するラインはどこになるのでしょうか。 別添ファイル（【追加資料2】夜間通⾏制限ライン）のとおりです。

14 説明書 8 7.⼿続き等 (３)参加表明書の提出

「福岡市・⽔道局・交通局競争⼊札有資格者名簿」に登録されておりません。質疑回答
から参加表明書受付まであまり⽇が無く，その間に登録するのは無理と思われます。参
加表明書受付後，速やかに登録⼿続きを⾏い提案作品受付(12⽉27⽇)までに登録完了す
れば宜しいでしょうか。

本設計提案競技の参加については，「福岡市・⽔道局・交通局競争⼊札有資格
者名簿」への登録は必要条件ではありません。

15 説明書 8 ７.⼿続き等 (３)参加表明書の提出

参加表明書（様式2-1）に記載する参加者については，説明書P8（3）イに記載される
書類を提出いたしますが，作品提案書（様式3）に記載する協⼒者については，説明書
P8（3）イに記載される書類を提出する必要はないという解釈にて間違いないでしょう
か。

ご理解のとおりです。



16 説明書 10 7.⼿続き等 (４)提案作品の提出
図⾯・ダイアグラム等，設計趣旨を補完する内容の図版は提案書に記載可能か。また，
現地で撮影した写真や，補⾜のために使⽤する写真は掲載可能か。

掲載可能です。

17 説明書 11 ８.委託契約 ①

「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」とありますが，【様式2-1】には協⼒者の情報を書く
欄がございません。【様式3】の作品提案書に記載する協⼒者のことでよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

18 説明書 11 ８.委託契約 ①
「建築設計者は，参加表明書【様式2-1】に記載した〜(以下略)」とありますが，参加
表明書ではなく，作品提案書【様式3】ではないでしょうか。

ご理解のとおりです。

19 別添書類 別紙１ 仕様書 施設概要
仕様書等に合葬墓は，鉄筋コンクリート造と記載がありますが，構造種別は，提案内容
により変更して宜しいでしょうか。他施設も同様に変更して宜しいでしょうか。

構造種別の変更は認めません。

20 別添書類 別紙１ 仕様書 施設概要
仕様書には合葬墓は，２層とありますが，地上階・地下階等の選定は，提案内容により
変更して宜しいでしょうか。

合同埋蔵室は地下階で計画をしてください。その他に関しては地上階・地下階
のどちらでも構いません。

21 別添書類 別紙１ 仕様書 施設概要
建物の延床⾯積は，要求諸室を確保すれば，仕様書等記載の⾯積を⼤きく増減しても宜
しいでしょうか。

仕様書等に記載してある建物の延床⾯積の⼤きな増減は認めません。

22 別添書類 別紙１ 仕様書 アスベスト
管理事務所の解体⼯事ですが，アスベスト以外に特別管理産業廃棄物はないと考えてよ
いでしょうか。例えば，蛍光灯やコンデンサーなどの⽔銀使⽤物など。

蛍光灯があります。

23 別添書類 別紙１ 仕様書 アスベスト
既存建物のアスベストの有無，状況が⼤きく予算組に影響するため，現況が明確化され
た資料のご提⽰をお願いします。

別添ファイル（【追加資料3】既存管理事務所図⾯）のとおりです。



24 参考様式 様式3 作品提案書 建築設計者
記載する建築設計者につきまして，管理技術者の他に建築設計者（協⼒者ではない）が
いる場合には適宜欄を追加して記載すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 参考様式 様式4
概算⼯事費内訳

表
諸経費

建築・設備・電気・造園と欄が分かれていますが，直接⼯事の他の，共通仮設費，現場
管理費及び⼀般管理費などの諸経費についえは，⼀律と考えてもよろしいでしょうか。

⼯事については，建築・設備・電気・造園など⼯種ごと発注を⾏う予定です。
それぞれの⼯種ごとに諸経費を積算し，概算⼯事費を算出してください。

26 設計条件書 1 ２.設計条件 ⼯事費
「予定⼯事費︓約338百万円(諸経費・税込み)以内」とありますが，解体⼯事費も含ま
れるのでしょうか。

解体⼯事に係る費⽤も予定⼯事費に含まれます。

27 設計条件書 2 ２.設計条件 ③合葬墓エリア
「現在，近隣住⺠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」とありますが，具体的には現在どのような活動がなされていますか。

ラジオ体操などが⾏われています。

28 設計条件書 2 ２.設計条件
④管理事務所&駐⾞場エ
リア

既存管理事務所北⻄側倉庫については将来撤去とのことですが，提案時は残置すること
が前提でしょうか。または，提案時には無いものとして考えてよろしいでしょうか。

提案時には，将来形として北⻄側倉庫は無いもので設計してください。なお，
管理事務所および駐⾞場の施⼯時および竣⼯後数年は残置する予定です。

29 設計条件書 2 ２.設計条件
④管理事務所&駐⾞場エ
リア

既存外部プレハブ倉庫は撤去新設とのことですが，美観を考慮するうえでプレハブとは
せずに新設しても良いのでしょうか。

新設する倉庫の構造はプレハブとします。

30 設計条件書 2 ２.設計条件
④管理事務所&駐⾞場エ
リア

「既存のトイレは既存のまま残置した計画とすること」とありますが，既存トイレの図
⾯をご教⽰ください。

既存トイレの詳細な図⾯はございませんが，既存トイレはRC造で，男性⽤ブー
スに⼩便器２基･⼤便器１基，⼥性⽤ブースに便器が2基，福祉型便房が1箇所
あります。現地写真（【追加資料4】現地写真⼀覧）を参照してください。

31 設計条件書 2 ２.設計条件 ⑤エントランスエリア

説明書では，極⼒樹⽊等は既存を⽣かすと⽰されていますが，エントランスエリア，管
理事務所エリアなどの既存舗装・側溝・縁⽯など外構については計画に含めるものと考
えてよいでしょうか。例えば，エントランスエリアの歩道，センターサークルの縁⽯な
どは，そのまま⽣かすのか，或は，改めて計画してよいのかご教⽰ください。

エントランスエリア，管理事務所エリアなどの既存舗装・側溝・縁⽯など外構
についても計画に含めます。なお，そのまま⽣かすか改めて計画するかについ
ては設計内容次第となります。



32 設計条件書 2 ２.設計条件 ⑤エントランスエリア
既存樹⽊については可能な限り保存することが望ましいとの記載がありますが，合葬墓
エリアおよび管理事務所&駐⾞場エリアの既存樹⽊については，保存は問わないという
ことでしょうか。

合葬墓エリアおよび管理事務所&駐⾞場エリアの既存樹⽊については，保存は
問いません。

33 設計条件書 2 ２.設計条件 ⑤エントランスエリア
「樹⽊については，可能な限り保存することが望ましい」とありますが，現況の植栽図
があれば，ご教⽰ください。

現況の植栽図はございません。現地写真（【追加資料4】現地写真⼀覧）を参照
してください。

34 設計条件書 3 ３.各室諸元表 合葬墓棟
合葬墓棟，参拝所の要求⾯積の⽬安の欄に「上記⾯積に含めない」との記載があります
が，参拝所の⾯積は合葬墓棟合計350㎡程度に含めないとの解釈にて間違いないでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

35 設計条件書 3 ３.各室諸元表 合葬墓棟
合同埋蔵室の欄に「地下室に設置すること」と記載がありますが，その他の諸室は地上
地下の位置は問わないとの解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 設計条件書 3 ３.各室諸元表 合葬墓棟
参拝所は「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」とありま
すが，参拝所を分散したり横⻑にしたり等の提案は可能ですか。

参拝所の分散や形状の⼯夫などの提案は可能です。

37 設計条件書 3 ３.各室諸元表 合葬墓棟
参拝所は，「献花台等の設置場所には屋根を設けること」とありますが，これは必須で
しょうか。屋外の合同墓の献花台には⻘空の下，屋根のない物も⾒受けられますが︖

献花台等の設置場所に屋根を設けることは必須です。

38 設計条件書 3 ３.各室諸元表 合葬墓棟 参拝所で多くの⼈が集まって合同葬を⾏う可能性はありますか。 可能性はあります。

39 設計条件書 3 ３.各室諸元表 管理事務所棟
管理事務所棟のトイレは事務員4⼈程度なので，男⼥別ではなく，3つの個室トイレでも
構わないでしょうか。

管理事務所棟のトイレは個室トイレ３つでも構いません。



40 設計条件書 3 ３.各室諸元表 外部
駐⾞場 要求⾯積の⽬安について，マイクロバスなどの管理事務所への⾞寄せは必要とな
りますでしょうか。また，マイクロバスや⾃転⾞，バイクなどの駐⾞スペースは不要と
考えてよろしいでしょうか。

不要と考えてください。

41 設計条件書 参考資料５ 測量図 CADデータ
平⾯及び⾼低測量図CADデータは，契約に⾄った場合，設計着⼿時にいただけますで
しょうか。

設計条件書の参考資料５測量図を参照してください。

42 設計条件書 参考資料６ 地質調査 追加資料 追加ボーリング調査の予定はありますでしょうか。 予定はございません。

43 設計条件書 参考資料６ 地質調査 追加資料
液状化の検討等，ボーリング以外のその他の地質調査資料があれば，ご提⽰をお願いで
きますでしょうか。

別添ファイル（【追加資料5】地質調査詳細データ）のとおりです。

44 設計条件書 参考資料６ 地質調査 調査位置
地質調査結果図について，ボーリング柱状図における調査位置図を開⽰いただくことは
可能でしょうか。

設計条件書の参考資料５測量図を参照してください。(「Br」の記載箇所がボー
リングを⾏った箇所です)


