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令和２年 12月 15日 

関 係 各 位 

姶良市長 湯元 敏浩 

回答書 

 

姶良市加治木複合新庁舎建設基本設計業務プロポーザルに係る技術提案書等に関する質問書について、次のとおり回答します。 

なお、書類名称欄につきましては、実施要領及び基本計画の内容等が混在することから割愛させていただきます。また、類似の質

問につきましては、まとめております。 

 

番号 質問事項 回答 

１ 敷地境界線、高低差等が分かる測量図などの

CAD データや座標データを提示してください。 

 敷地の平面及び高さに関する測量図はありません。実測によらない参考

図扱いとして、敷地図面（JWCADデータ）を提供します。 

参考図_加治木複合新庁舎現況図を参照してください。 

２ 敷地周辺の道路台帳を提示してください。  CAD等の図面データは提供できません。なお、姶良市ホームページの加

治木・蒲生両複合新庁舎の基本設計業者選定（公募型プロポーザル）（以

下の URL）に道路台帳の画像データを参考資料として掲載しています。 

https://www.city.aira.lg.jp/tyosha/kihonsekkei_sentei.html 

３ 敷地の地質調査（ボーリングデータ等）を提

示してください。 

 敷地の地質調査データはありません。 

既存の加治木保健センター新築工事における杭の種別等の情報を参考

として示します。なお、当該敷地の地質調査については、令和３年度に実

施する予定です。 

【構造/規模】鉄筋コンクリート造 地上２階建て 延 551.2㎡ 

【杭の種別等】PHCパイル 400φ 杭長：34ｍ（杭先端 GL-35ｍ） 

       杭耐力：54.0ｔ（長期）/本 杭本数：24本 

https://www.city.aira.lg.jp/tyosha/kihonsekkei_sentei.html
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４ 都市ガスや下水管がある場合は、配管図を提

示してください。 

 都市ガスについては、敷地周辺の市道に 75～150φのガス管が埋設され

ています。また、下水道施設はありません。 

５  既存の浄化槽と受電設備の位置を提示してく

ださい。 

参考図_加治木複合新庁舎現況図を参照してください。 

６ 浄化槽の最終放流先を提示してください。  浄化槽の排水は、側溝などの構内排水施設を経由して、敷地周辺の道路

側溝等へ放流する計画です。具体的な放流先は決定していません。 

７ 既存の井戸の有無と井水使用の想定はありま

すか。 

 既存の井戸はありません。また、井水の利用については、基本計画の基

本方針に定める「環境にやさしく、経済的な施設」について基本設計にお

いて検討します。 

８  敷地北側のグラウンドの利用状況を提示して

ください。 

 敷地北側のグラウンドは、主にグラウンドゴルフと市が主催する催事等

の駐車場としての利用があります。グラウンドゴルフでは、1か月あたり

延べ約 900人が利用しています。また、催事や保健センターでの健康診断

や検診の際の駐車場として、１か月あたり延べ約 500 人が利用していま

す。その他として、幼児サッカーや保育所及び老人会の行事、工業高校の

測量練習などに利用されています。 

９  既存建物の平面図を提示してください。  参考図として加治木庁舎北庁舎、南庁舎、加治木保健センター、消防庁

舎、体育館の平面図（JWCADデータ）を参照してください。 

10 「線路沿いの道路高さまで盛土を行う計画」

とありますが、高低差が 1,100 ㎜程度あります。

盛土の想定高さと想定範囲を提示してくださ

い。 

 盛土の想定高さは、お見込みのとおり約 1,100ｍｍ程度を想定していま

す。また、盛土の範囲につきましては、構内通路や駐車場の計画に影響す

るものと考えますので、技術提案書において考え方をお示しください。 

11 「敷地北側に施設を配置し、敷地南側には市

民広場等を配置することを検討」とありますが、

この配置計画は遵守しなければならないか。 

 既存の加治木庁舎機能の仮移転については、想定していません。従いま

して、敷地北側のグラウンドに施設を配置し、既存庁舎解体後に広場機能

を移転する計画です。 
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12 盛土後の浸水被害の想定がありますか。想定

している場合の浸水高さを提示してください。 

 当該敷地は、津波浸水ハザードマップにおいて津波浸水想定範囲には指

定されていません。ただし、日本各地で発生する豪雨災害等の脅威により、

市民ワークショップや地域懇話会などにおいて水害への備えについて多

くの意見があったことから、線路沿いの道路高さまで盛土を行う計画とし

ています。 

姶良市津波浸水ハザードマップを参照してください。 

http://www.city.aira.lg.jp/bosai/kurashi/bosai/bosai-map.html 

13 浸水対策として盛土の計画がありますが、造

成に係る費用は本事業の工事費とは別と考えて

よろしいか。 

 お見込みのとおり。 

14  盛土造成工事の内容まで含めた提案と考えて

よろしいか。 

 お見込みのとおり。 

15 保健センターを存置するとありますが、保健

センター周りは盛土しないとの考えでよろしい

か。 

 No.10、No.14のとおり。 

16 保健センターを存置し倉庫等としての活用を

検討するとあります。保健センターの配置図、

平面図、立面図などの資料を提示してください。 

 No.9のとおり、参考資料として平面図を提供します。 

17  保健センターを存置し倉庫等としての活用を

検討するとありますが、倉庫としての使用目的

を提示してください。また、案によっては撤去

した方が望ましいこともありえますが、そのよ

うな提案は可能でしょうか。その場合、同規模

の倉庫機能が別途必要でしょうか。 

 

 既存の加治木保健センターは、書類やイベントに用いる資機材を収納す

る倉庫としての活用を検討しています。存置または解体撤去については、

技術提案においてその考え方をお示しください。また、保健センターを解

体撤去する際は、同規模の倉庫機能を整備することを想定しています。 

http://www.city.aira.lg.jp/bosai/kurashi/bosai/bosai-map.html
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18  既存の保健センターを倉庫と併設した消防団

詰所として利用することは可能でしょうか。 

 可能です。 

19  椋鳩十文学記念館の図面を提示してくださ

い。 

 参考図として椋鳩十文学記念館位置図、平面図を参照してください。 

20  椋鳩十文学記念館と計画敷地の間に JR の線

路が通っていますが、歩道橋などの計画は可能

でしょうか。 

 歩道橋などの計画については、九州旅客鉄道株式会社との協議・同意が

必要となりますので、お答えできません。なお、現状は、線路の下に人や

自転車が通行できる通路があります。 

21 保健センター以外の撤去予定建物を提示して

ください。 

 参考図_加治木複合新庁舎現況図を参照してください。 

 敷地内の全ての建物、構造物等を解体撤去する予定です。 

22  既存庁舎などで新庁舎建設前に解体してもよ

い建物があれば提示してください。 

 既存施設は新庁舎に移転するまでの間、使用することとしています。そ

のため、いずれの建物も庁舎機能を継続しなければならないことから、新

庁舎建設前に解体できる建物はありません。 

23  既存庁舎に杭がありますか。また、既存庁舎

解体において、既存杭引き抜き工事を行うもの

と考えてよろしいか。 

 既存の北庁舎及び南庁舎の杭の有無ついては不明です。なお、解体時に

杭が確認された場合は、引き抜きを行い、適正に処分します。 

24  敷地内建物は最終的に全て解体撤去される

が、加治木複合新庁舎建設工事の際は、現状の

まま建物が残っていると解してよろしいか。ま

たは、先行して解体する建物を提案してよろし

いか。 

 庁舎機能の維持、仮移転を行わないなどの方針から、加治木複合新庁舎

完成後に既存建物を解体する計画です。 

25  敷地南側の庁舎は解体予定とありますが、体

育館も同様に解体するのでしょうか。解体する

場合、新たな体育館を建設するのでしょうか。

または、新庁舎の複合機能とするのでしょうか。 

 

 加治木体育館については、庁舎と同様に解体します。また、その機能に

ついては、多目的ホールとして複合機能のひとつと考えています。 
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26 図書室の面積算定にあたり、既存図書館の機

能を移設するのでしょうか。想定される蔵書数

を提示してください。また、児童図書・一般図書

どちらも設置するのでしょうか。 

 お見込みのとおり、既存の加治木図書館を移転する計画です。 

令和元年度の加治木図書館の蔵書数は一般 30,803 冊、児童 22,318冊、

雑誌 1,717冊、AV資料 511冊の計 55,349冊です。複合新庁舎における蔵

書数は、現状程度を想定しています。また、一般図書・児童図書のどちら

も設置する計画です。 

姶良市図書館のホームページ「図書館要覧」を参照してください。 

http://lib-aira.jp/torikumi/ 

27  多目的スペースの運動・健康増進機能として、

市民からの具体的な要望はありますか。 

 市民ワークショップ報告書を参照してください。 

https://www.city.aira.lg.jp/tyosha/kihonsekkei_sentei.html 

28  多目的ホールはどのような用途を想定してい

ますか。また、バレーやバスケットボール、バド

ミントンなどに利用することを想定しています

か。 

 市民の交流や多様な活動を支える交流スペースとしての活用や既存の

体育館で行われているスポーツ等の健康増進活動、講演会などの文化芸術

活動、災害時の避難所機能などの用途を想定しています。 

29  多目的ホールの収容人数の想定があれば提示

してください。 

 収容人数の想定はありません。 

30  多目的ホールには、可動式の固定席などが必

要でしょうか。 

 多様な利用形態を考慮すれば、座席の設置については必要と考えていま

すが、可動式を指定するものではありません。 

31  行政機能と複合機能を併せて延べ床面積

2,560 ㎡を想定するとありますが、廊下やトイ

レ、階段などの共用部分も含まれると解してよ

ろしいか。 

 お見込みのとおり。 

32  加治木複合新庁舎の延床面積は概ね 2,560 ㎡

とありますが、上限面積でしょうか。または、数

パーセントの増減が許容されるのでしょうか。 

 上限面積ではありません。延床面積は、建設費用の増減に影響があると

考えますので、コスト削減の提案などと併せてご提案ください。従いまし

て、延床面積の増減に関する許容値は設けていません。 

 

http://lib-aira.jp/torikumi/
https://www.city.aira.lg.jp/tyosha/kihonsekkei_sentei.html
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33  想定延べ床面積 2,560 ㎡のうち、行政機能部

分 760 ㎡と多目的ホール 1,000 ㎡について相互

に面積を入れ替えるなどの調整が可能でしょう

か。 

 基本計画に示す行政機能の面積については、総務省の起債面積算定基準

をもとに算定しており、多目的ホールについては、既存体育館の規模をも

とに計画しています。各機能の延べ床面積については、基本設計を進める

中で、市民意見等を反映しながら決定したいと考えており、技術提案の段

階で調整することは可能です。 

34  基本設計業務特記仕様書（案）２ページには、

建築工事費（外構工事含む。南側市民広場及び

解体工事費は含まない。）約 1,415,000千円とあ

りますが、基本計画 36ページでは、広場 6,000

㎡などの外構工事を含み、概算工事費約 14.15

億円とあります。どちらが正しいのでしょうか。 

 

 ご指摘のとおり、概算工事費 14.15億円には、広場整備などの外構工事

費を含んでいますので、基本計画を正とします。 

35  基本計画４（２）ウ 駐車場の規模「表 4-5 想

定駐車台数」は最小限の台数と解してよろしい

か。また、建物に近接せず離れた場所や近隣の

公共施設駐車場を利用する計画でもよろしい

か。 

 駐車台数については、お見込みのとおり。また、近隣の駐車場を利用す

る計画については、技術提案においてその考え方をお示しください。 

36  公用車駐車場の要件として、マイクロバスや

トラックなどの大型車の想定があれば、寸法や

台数を提示してください。 

現在、建設敷地内に駐車する車両のうち、特殊車両等の寸法及び台数は

次のとおりです。※記載例（全長×車幅×高さ＿台数） 

１ マイクロバス（7.2ｍ×2.3ｍ×2.5ｍ＿２台） 

２ ダンプトラック（4.7ｍ×1.7ｍ×2.3ｍ＿１台） 

３ 消防車（5.3ｍ×1.9ｍ×2.4ｍ＿２台） 

37  検診車や献血車などの駐車を想定しています

か。 

 保健センター機能があることから、検診車の駐車を想定しています。ま

た、献血車の駐車も想定しています。 
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38  複合機能のひとつに保健センターが含まれて

いますが、健康診断などを行う想定でしょうか。

また、検診車の利用を想定していれば、車両の

寸法を提示してください。 

 各種健康診断や検診を行う想定です。検診車は、検診内容に応じて５台

程度駐車する場合があります。車両の寸法は、一般的な検診車のもので以

下のとおりです。※記載例（全長×車幅×高さ） 

 ・胸部レントゲンなど（7.5ｍ×2.5ｍ×3.5ｍ） 

 ・胃部レントゲンなど（9.5ｍ×2.5ｍ×3.5ｍ） 

39  消防団詰所は、消防車車庫のほかに消防会議

室が必要でしょうか。また、既存の消防団詰所、

消防車車庫及び団員数などの資料を提示してく

ださい。 

 消防会議室は想定していません。また、既存施設は、消防車車庫と詰所

が離れて配置されており、詰所と車庫の参考図はありません。令和元年度

の加治木分団の団員数は 27人で、既存車庫は幅約 10ｍ×奥行き約 9ｍで、

過去に３台の消防車を駐車していました。 

40  基本計画４（２）イ 複合機能の規模「表 4-

4 複合機能の延べ床面積」のうち、消防団詰所・

備蓄倉庫等には消防車車庫が含まれると解して

よろしいか。 

 

 お見込みのとおり。 

41  「災害発生時に備えて、防災備蓄倉庫や避難

スペース等の防災機能や設備機器スペースは２

階以上に配置」とありますが、施設の階数は平

屋の提案ではなく、２階以上の提案と考えてよ

ろしいか。 

 浸水災害等に対する備えとして、２階以上に配置することとしています

が、施設の階数を指定するものではありません。 

42  期日前投票所としての利用を想定しています

か。 

 

 想定しています。 

43  避難所や津波避難ビルに指定する想定はあり

ますか。 

 

 想定しています。 
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44  付属棟として想定する施設があれば提示して

ください。また、付属棟を本庁舎に含めた１棟

の建物の提案も可能でしょうか。 

 駐輪場などの施設を除き、付属棟として想定する施設はありません。 

45  基本計画６（４）設備計画「表 6-4 設備計画

の基本方針」に記載される２回線受電設備につ

いては、２か所の変電所から受電する必要があ

るのでしょうか。 

 災害時の地域防災拠点として、電源の確保は重要と考えています。２か

所の変電所からの受電は、そのルートの確保など様々な検討が必要と考え

ていますので、基本設計において決定します。 

46  行政機能の組織機構と各課及び各係の想定職

員数（男女比）を提示してください。 

 具体的な組織機構は決定していません。基本計画 26 ページの想定職員

数をもとにご提案ください。 

47  災害時に機能する課について提示してくださ

い。 

 No.46のとおり。 

48  基本計画 30 ページに「業務連携等が必要とな

る部署やスペースは可能な限り近接して配置す

る」とありますが、具体的にどの部署が連携す

るのでしょうか。 

 No.46のとおり。 

49  基本計画 30 ページに「市民サービスの向上を

図り、様々な手続きを行う行政窓口や相談窓口

等の機能を１階に集約」とありますが、ワンス

トップ窓口を１階に配置すると解してよろしい

か。また、防災上の観点から２階に主出入口を

設けた場合、ワンストップ窓口を２階に配置し

てもよろしいか。 

 お見込みのとおり。なお、No.46のとおり、加治木複合新庁舎に配置す

る行政窓口や相談窓口等については、市民サービスの向上と効率的な行政

運営について検討を進めています。 

50  執務空間の面積が最小限に設定されています

が、新営一般庁舎面積算定基準の範囲内におい

て面積を増やす提案は可能でしょうか。 

 可能です。No.32を参照してください。 
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51  窓口業務の時間延長などはあるのでしょう

か。行政機能や各種複合施設の利用時間の想定

を提示してください。また、複合機能は全て閉

庁時間における利用を想定すると考えてよろし

いか。 

 窓口業務の時間延長については、No.46、No.49 のとおり決定していま

せん。行政機能は月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時 15

分までを開庁時間とし、複合施設については、休日や夜間も利用すること

ができる想定です。なお、現在の加治木図書館の開館時間は、午前９時か

ら午後５時まで（毎月 23日は午後 7時まで）。体育館の利用時間は、午前

８時 30分から午後 10時まで。 

 お見込みのとおり、複合機能は全て閉庁時間帯における利用を想定して

います。 

52  複合機能と行政機能はゾーニングを明確に区

分するとありますが、会議室などの一部の機能

を共有することは可能でしょうか。 

 可能です。 

53  複合機能部分に駐在する職員数を提示してく

ださい。また、休日や夜間などの閉庁時におけ

る複合機能部分の警備体制について提示してく

ださい。 

 複合機能部分に配置する職員数は決定していません。また、警備体制に

ついても決定していません。なお、現状は、各執務室等に施錠のうえ機械

警備を設置し、休日及び夜間のみ警備員室（宿直室）で管理する体制です。 

54  基本計画 27ページの４（１）総合支所庁舎の

基本指標 「表 4-4 複合機能部分の延べ床面積

設定」について、区分ごとの詳細な使用用途や

必要面積があれば提示してください。 

 

 区分ごとの詳細な必要面積はありません。 

55  複合機能の規模算定の根拠を提示してくださ

い。 

 複合する既存施設の面積を参考に規模を算定しました。 

56  新庁舎の構造の制限（構造種別や階数など）

があれば提示してください。 

 

 構造種別や階数などの指定はありません。 
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57  運行予定のバス路線で想定されるバスの寸法

等を提示してください。 

 現在運行している路線バス等の小型車は全長７ｍ、車幅 2.3ｍ程度を使

用し、大型車は全長 10ｍ、車幅 2.5ｍ程度を使用しています。 

 

58  庁舎敷地内にバス停が必要でしょうか。また、

タクシーの待機スペースは必要でしょうか。 

 現在、加治木総合支所を起点とするバスルートがあり、敷地内にバス停

があります。また、姶良市地域公共交通網形成計画（平成 29 年策定）に

おいて、サテライト拠点として位置づけられており、路線バスやコミュニ

ティバスの待合所としての機能も望まれています。タクシーの待機スペー

スについては、運行事業者との協議も必要と考えますので、基本設計にお

いて決定します。 

姶良市ホームページ（公共交通関連）を参照してください。 

https://www.city.aira.lg.jp/seisaku/koukyokoutuu/koukyoukoutuu.html 

 

59  バス停留所の移設は可能でしょうか。  運行事業者との協議・同意が必要であり、移設の可否については、回答

できません。ただし、敷地の利用形態や配置計画が変わることから、移設

する必要性があると見込んでいます。 

 

60  様式第 15号 担当チーム（設計体制）の概要

について、「共同企業体の場合は、構成員全ての

技術職員数の合計を記載すること」とあります

が、所属する技術職員ではなく担当する技術職

員と解してよろしいか。 

 お見込みのとおり。 

61  様式第 15号 担当チーム（設計体制）の概要

について、姶良市蒲生複合新庁舎建設基本設計

業務プロポーザルの技術職員と重複してもよろ

しいか。 

 重複してもよい。 

https://www.city.aira.lg.jp/seisaku/koukyokoutuu/koukyoukoutuu.html
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62  様式第 15号 担当チーム（設計体制）の概要

について、積算担当者が一級建築士と建築コス

ト管理士の両方の資格を所有しています。様式

第 2 号において建築コスト管理士の人数に参入

しましたが、様式第 15号において「積算」の「一

級建築士」に記載してよろしいか。 

 お見込みのとおり。なお、担当者の保有資格は重複記載できませんので、

様式第 15 号備考欄に記載のとおり、複数の資格を有する者は最も専門と

する分野の人数に記載してください。 

63  様式第 15号 担当チーム（設計体制）の概要

について、積算担当者が二級建築士と建築積算

士の両方の資格を所有しています。様式第 2 号

において二級建築士の人数に参入しましたが、

様式第 15号において「建築積算士」に記載して

よろしいか。 

お見込みのとおり。なお、担当者の保有資格は重複記載できませんので、

様式第 15 号備考欄に記載のとおり、複数の資格を有する者は最も専門と

する分野の人数に記載してください。 

64  様式第 16 号は、A3 サイズを Z 型折りにして

A4 版フラットファイルに綴ることでよろしい

か。 

 Ａ３サイズの様式第 16 号は、下図のとおり折り曲げてファイルに綴っ

てください。 

 

 

 

 

図 様式第 16号の折り方 

65  技術提案書は、A3サイズ片面 4枚以内でよろ

しいか。 

 お見込みのとおり。 

66 様式集のうち、様式第 16 号に「※本様式は、

特定課題１から特定課題４の課題に対して」と

ありますが、どの部分を示しているのでしょう

か。 

 ご指摘をいただいた「特定課題１から特定課題４」の記載は誤りです。

姶良市加治木複合新庁舎建設基本設計業務プロポーザル評価要領２ペー

ジに記載する「表２ 技術提案項目」のとおり作成し、提出してください。 
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67  評価要領の２（２）技術提案書による評価「表

２ 技術提案項目」に課題のページ配分が示さ

れているが、遵守しなければならないか。 

 課題のページ配分については、「表２ 技術提案項目」に記載するとお

り作成し、提出してください。 

68  既存庁舎の内外部見学は可能でしょうか。  見学は可能です。なお、見学の際は事前に下記事務局までご連絡くださ

い。また、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、感染対策等に配

慮のうえお越しください。 

69  基本設計業務特記仕様書の４（６）イ 本業

務に関連し、本業務とは別に発注する業務とし

て、現段階で想定される周辺道路改良工事など

がありますか。また、道路の拡幅計画等はあり

ますか。 

 庁舎周辺の道路改良工事等の計画はありますが、現時点において、設計

などの具体的な内容や発注時期は未定です。 

 

 

     

【事務局】                

                                       姶良市役所 総務部 行政管理課 庁舎建設係    

                   TEL：0995-66-3075 FAX:0995-62-3699    

                   E-mail:tyosha@city.aira.lg.jp    

                 ※本件に関する再質問の受け付けは行いません。    

また、電話等での個別の回答もいたしません。    


