
内藤記念館再整備建築基本設計者選定

技術提案書等に関する質問に対する回答書

平成28年4月7日

延　岡　市

 
   ○ 平成28年3月24日(木）から3月31日(木）までの間に受け付けた質問に対する 
    回答書を公表いたします。 
 
   ○ 合計で 61件の質問をいただきました。ありがとうございました。 



1
特別展示・巡回展示展などを開催するとありますが、それは企画展示室を利
用すると考えていて宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

2
一般車50台、大型バス4台の必要台数は、既存のカルチャープラザのべおか
の大駐車場と第2駐車場、第3駐車場の３箇所などを活用するということです
が、１箇所集中利用ではなく３箇所分散利用と考えて宜しいでしょうか。

貴見のとおり、分散利用を想定しています。

3
ミュージアムショップ・カフェ・レストラン等の機能は必要に応じて提案に含めて
宜しいでしょうか。

ミュージアムショップについては、必要に応じてご提案に含めていただいて結
構ですが、カフェ・レストランについては考えておりません。

4

静思庵は現在、敷地南東側の庭園内にありますが、その位置のまま保存活用
すると考えて宜しいでしょうか。あるいは移築の予定でしょうか。基本計画の施
設計画にある配置図には、既存の静思庵の位置が新設の和室となり、敷地西
側に古民家（静思庵？）と記載されているようにも受け取れます。

原則として、基本計画に示しているように、静思庵（古民家）を移築して保存し、
その跡地に新規に和室棟を建築することにしています。しかしながら、その他
に良い案等がございましたら、ご提案していただくことは可能です。但し、その
際には、和室棟と既存の庭園との調和を図ってください。(№24)

5
基本計画の施設計画にある配置図にある、敷地西側の古民家（静思庵？）の
横にある蔵は、屋外展示としてどのような活用をご想定でしょうか。

蔵(石蔵)は、内藤家邸宅があった時代の構造物として、屋外展示の対象となる
資料と考えていますが、活用方法等については、現在のところ未定です。

6
技術提案書様式第15-1、15-2 号の提出方法について、10 部それぞれＡ3
シートをクリップでまとめて提出で問題ないでしょうか。

貴見のとおりの提出方法でお願いします。

7

本施設へのアプローチについて、一般の利用者は東側の石段を上ることにな
りますが、実施要項P8技術提案書にかかる課題Cの「地形へ対応した設計（施
設アクセスにおけるバリアフリーへの配慮）」とあることは、施設内部の段差
や、庭から室内への段差解消を考えることを意味しているのでしょうか。そうで
はなく、東側道路からのアプローチにも外部用エレベーターなどの昇降設備を
計画する、または、カルチャープラザへの階段をバリアフリー化する等のお考
えは御座いますでしょうか。

施設内部の段差だけではなく、外からのアプローチについても段差を解消した
いと考えています。良い案がございましたら、ご提案ください。

8
延岡についての地盤資料は『宮崎県日向・延岡地区の地盤』に示されておりま
すが、西の丸跡地の地耐力を示すものについてはないようです。当該敷地の
地質データをご提供頂くことは出来ますでしょうか。

今年度、地質調査を実施します。現在のところ提供できるデータはありませ
ん。(№29・32・37・42・48)

9
展示計画の中で想定している基準が御座いましたら、収蔵庫及び展示室に求
められる想定重量をお教えください。

展示基本設計策定中であり、現在のところ想定重量は未定です。

10

収蔵庫の天井高さについては基本計画P52において「5m以上の高さを確保す
ること」とありますが、これは計画の与件（条件）と考えて宜しいでしょうか。ま
た、本施設は「歴史民族博物館」の範疇にありますが、各展示室の最低限必
要な天井高さをお教えください。

基本計画に示しているように、収蔵庫の天井高さは、将来的な増床を見こして
5m以上が望ましいと考えています。また、展示室の高さについては、新施設は
美術品の展示も想定しているため、「有形文化財（美術工芸品）の展示を主体
とする美術館または美術工芸品を多く取扱う博物館等の施設設置に関する基
準について」（文化庁）に示されている、「4m以上の天井高」が望ましいと考え
ています。

回 答№ 質 問 内 容



11
基本計画P50において「亀井神社への回遊性を向上」とありますが、現在は北
西側の砂利道部分からのみのアプローチとなっているものを、本計画で崖地を
整備してアプローチを確保していくと考えて宜しいでしょうか。

基本計画P53-54のイメージ図に示しているように、亀井神社との矢印部分に
おける、来館者や参拝者の往来をスムーズにする動線の確保を想定していま
す。

12
基本計画P53-54の図をみると、現在敷地内に置かれている古民家及び蔵に
ついては、移築することが想定されている様に見受けられますが、これは基本
計画策定における検討委員会の中でそのような方針となったものでしょうか。

静思庵(古民家)及び蔵(石蔵)については、移築した方が用地の有効活用が図
られるのではないかという考え方により、市民懇談会及び専門者会議に諮っ
て、基本計画を策定したところです。

13

基本計画において、平常展示室及び企画展示室については、資料の温湿度
管理等の観点から自然光が展示室内に入ることは望ましくない様に見受けら
れますが、体験コーナーおよびエントランス展示については、ある程度自然光
等を取り入れた環境の中で開かれてあるものと考えて宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

14

内藤記念館では現在、能面の展示は年に一度薪能に合わせて特別公開され
ており、平常時には数点のレプリカ品の展示となっておりますが、新しく整備さ
れる博物館に於いても同様の展示形式となりますでしょうか。また、能面は企
画展示室の「延岡ゆかりの美術工芸品」コーナーに展示される想定でしょう
か、あるいは企画展示室内に展示される想定でしょうか。

展示内容につきましては、現在、展示基本設計を進めていますが、能面の展
示につきましては、これまでと同様、平常時にはレプリカの展示を想定していま
す。なお、ご質問の「延岡ゆかりの美術工芸品」コーナーは企画展示室内では
ございませんが、本面（オリジナル）の展示につきましては、企画の内容等に応
じて、企画展示室における展示を想定しています。

15
公開承認施設を目指すにあたり、対象となる展示室は企画展示室のみと考え
て宜しいでしょうか。その場合には、展示室内にもガス消火設備等を設ける想
定でしょうか。

公開承認施設の対象としては、企画展示室や収蔵庫のみではなく、施設全体
を考えています。消火設備もそれに準じます。

16
基本計画P48において、「高さが10mを超える場合は日影規制の対象となる」と
ありますが、測候所敷地についても、別敷地として扱われる敷地でしょうか。あ
るいは、延岡市の同一管理敷地として一体と考えることは可能でしょうか。

貴見のとおり、別敷地となります。

17

基本計画P49において、宮崎県建築基準法施工条例第５条で規定される崖地
に関する条例について留意すべき点としてあげられていますが、現時点でどの
範囲がこの条例に該当する崖として扱われるかをご教示頂くことは可能でしょ
うか。また、現内藤記念館が建築された際にもこの条例は施行されていたもの
でしょうか。

計画地は高低差が2mを超えかつ地表面が水平面に対し30度を超えるため、
がけに該当します。その範囲はがけの下端から高さの2倍の範囲となり、敷地
の大部分を占めると考えられます。今後予定している地質調査等で敷地の安
全性も含めて調査検討しますが、がけについては条例第5条第4項の適用除外
となるよう考えております。なお、建築基準法第39条の災害危険区域の指定が
ないことを申し添えます。また、同条例は昭和46年の施行であるため、内藤記
念館の建設時には適用されておりません。(№41)

18

基本計画P13において、「４トンロングトラックが入ることができるトラックヤード
を設けます」とありますが、一般的な4トンロングトラックは車長が8m、荷台長さ
が6m程度と考えられますが、それ以上の長さとなるトラックを利用することはあ
りますでしょうか。

トラックヤードは、美術品輸送の専用車両の利用を想定しているため、一般的
な4トンロングトラックより若干全長の長いトラックの利用となります。なお、運送
業者によって差はありますが、概ね全長9m程度の車両が多いようです。

19
ご提供頂いている「内藤家旧邸」全景写真は、何年頃に撮影されたものか御分
かりになりますでしょうか。

正確な年代は不詳ですが、大正期に撮影されたものと推定しています。



20
基本構想14ページに「延岡城をモチーフとした立体的な体験装置を設置しま
す」とありますが、このモチーフはどの程度の大きさの物を想定していますか。

体験コーナーについては、展示基本設計策定中であり、現在のところ未定で
す。

21 現在の内藤記念館の配置図・平面図・断面図をいただけますか。
建設当初、改修時の古い図面等になりますが、提供することは可能です。な
お、提供に際しては手続きが必要になります。ただし、ＣＡＤデータでの提供は
できません。(№25・33・44)

22
基本構想21ページに「社会教育センターとの連携」とありますが、どのような連
携を想定していますか。また、社会教育センターの図面があれば頂けますか。

社会教育センターとの連携については、教育普及事業や交流事業における連
携を想定しています。なお、社会教育センターの図面を提供することは可能で
すが、提供に際しては手続きが必要になります。ただし、ＣＡＤデータでの提供
はできません。

23
敷地内で維持する必要がある樹木・記念碑・彫像・付属建家・屋外展示物など
があれば、そのリストと位置図を頂けますか。

展示基本設計の中でリスト化を予定しおり、現在のところ提供できるリストや位
置図はありません。なお、屋外展示物については、基本計画P42に対象となる
主な資料を示していますので、ご確認ください。

24

基本計画53-54ページでは敷地西側に古民家（静思庵）が移設された状態で
表記され、参加表明時の質問回答No.22において「予定している蔵・古民家を
移設した後の図面」であると回答されています。これは今後この位置に移設す
ることが確定しており、移設を前提として今回施設を計画するものと考えるので
しょうか。または移設は本工事外であり、概算工事費17億円には含まれないも
のと考えてよいでしょうか。

移設場所については、確定しているものではありません。また移設費用につい
ては、貴見のとおり、概算工事費に含まれるものではありません。(№4)

25 古民家と蔵の配置図・平面図・断面図をいただけますか。
建設当初、改修時の古い図面等になりますが、提供することは可能です。な
お、提供に際しては手続きが必要になります。ただし、ＣＡＤデータでの提供は
できません。(№21・33・44)

26
既存建物の外壁の一部にモザイク画が見受けられますが、これは解体撤去す
るものと考えてよいでしょうか。またそのほかに既存建物で残すべき部分や継
続して使用する範囲があればお示しください。

現在のところ、壁画の保存・活用等については未定です。ただし、何か良い案
等がございましたら、ご提案していただくことは可能です。なお、それ以外の既
存建物(静思庵・蔵を除く)において、残すべき部分等は想定しておりません。

27
既存建物の解体前には館内・館外のすべての展示物や収蔵品が敷地外に移
動されるものと考えてよいでしょうか。またその移動及び保管は本工事に含ま
ないものと考えてよいでしょうか。

貴見のとおりです。

28
基本計画50ページにて、日本庭園は、専門家の監修を受けるとの記述があり
ますが、既に専門家が決定しているのであれば教えていただけますか。

現在のところ未定です。

29
過去に敷地内の地盤調査を行っていますか。
行っているのであればデータをいただけますか。

地盤調査については、今年度、実施を予定しており、現在のところ提供できる
データはありません。(№8・32・37・42・48)

30
過去に埋蔵文化財の調査を行っていますか。
行っているのであれば調査資料データをいただけますか。

過去に埋蔵文化財の確認調査は行っています。調査内容については、『延岡
市文化財調査報告書　第53集』（延岡市教育委員会 2015年）、『延岡市文化財
調査報告書　第54集』（延岡市教育委員会 2016年）でご確認いただけます。な
お、ご申請いただければ、上記報告書のコピーを提供することは可能です。



31 開館時期は平成何年何月頃を想定されていますか。
開館時期については未定ですが、平成32年度までには対象となる建築工事等
は終了させたいと考えています。

32 現地のボーリングデータがありましたらご提供頂けないでしょうか。
地盤調査については、今年度、実施を予定しており、現在のところ提供できる
データはありません。(№8・29・37・42・48)

33
静思庵（古民家）の配置及び概略がわかる資料がありましたらご提供頂けない
でしょうか。

建設当初、改修時の古い図面等になりますが、提供することは可能です。な
お、提供に際しては手続きが必要になります。ただし、ＣＡＤデータでの提供は
できません。(№21・25・44)

34
既設のインフラ（給水・下水・ガス・電気・通信等）は具体的にどこまで整備され
ているでしょうか。また、既設の給水圧力についてご教示ください。

給水は市の上水道、下水は公共下水(合流式)、ガスは都市ガス、電気は高圧
受電、通信設備はインターネット・電話・ケーブルテレビ等がそれぞれ整備され
ています。また、既設の給水圧力は約0.4mpaとなっています。

35
収蔵庫１・２・３の収蔵品について、それぞれ詳細な内訳をご教示ください。
また、それぞれの収蔵庫に求められる温湿度条件と誤差の許容範囲について
ご教示ください。

詳細な内訳についてはまだ未定ですが、収蔵庫１・２・３には、基本計画P13に
記している資料の収蔵と、温湿度条件を想定しています。

36
古民家とともに移設利用される蔵の資料と、利用目的についてご教示くださ
い。
（p.42の敷地内屋外展示の対象となる主な資料の③土蔵のことでしょうか。）

貴見のとおり、蔵(石蔵)は屋外展示の対象となる資料と考えていますが、利用
方法等については、現在のところ未定です。なお、基本計画P.42の③土蔵は蔵
(石蔵)のことです。

37
敷地の地盤について分かるボーリングデータ資料がありましたらご教示くださ
い。

地盤調査については、今年度予定しており、現在のところ提供できるデータは
ありません。（№8・29・32・42・48）

38 展示室に求められる温湿度条件と誤差の許容範囲についてご教示ください。

「有形文化財（美術工芸品）の展示を主体とする美術館または美術工芸品を多
く取扱う博物館等の施設設置に関する基準について」（文化庁）に示されてい
るように、摂氏20度、相対湿度60パーセントを標準値とし、温度の誤差は±5度
を想定しています。

39
基本構想・基本計画２５ページ目
収蔵庫の展示ケース、免震台、収蔵庫棚は展示工事として、本棟及び屋外和
室建築関係概算工事費（１７億円程度）に含まないと考えて宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

40

基本構想・基本計画４１ページ目
高気密型（エアタイト）ケース、可動式パネル、可動式什器、可動間仕切りは展
示工事として、本棟及び屋外和室建築関係概算工事費（１７億円程度）に含ま
ないと考えて宜しいでしょうか。

可動式パネル、可動式間仕切りについては、本棟及び屋外和室建築関係概
算工事費（１７億円程度）に含まれます。

41

基本構想・基本計画４９ページ目
計画地の南・東・北東側のがけは、宮崎県建築基準法施工条例５条における、
土質又は地形により崩壊するおそれがあると認められる場合に該当しますで
しょうか。
該当する場合、基本構想53-54 頁に記載の施設計画で、本体建物と和室・古
民家の位置は、がけの下端から当該がけの高さの２倍以上の水平距離を保っ
ていないと思われます。

計画地は高低差が2mを超えかつ地表面が水平面に対し30度を超えるため、
がけに該当します。その範囲はがけの下端から高さの2倍の範囲となり、敷地
の大部分を占めると考えられます。今後予定している地質調査等で敷地の安
全性も含めて調査検討しますが、がけについては条例第5条第4項の適用除外
となるよう考えております。なお、建築基準法第39条の災害危険区域の指定が
ないことを申し添えます。また、同条例は昭和46年の施行であるため、内藤記
念館の建設時には適用されておりません。(№17)



42 地盤調査資料（ボーリング柱状図等）があればご提示下さい。
地盤調査については、今年度予定しており、現在のところ提供できるデータは
ありません。（№8・29・32・37・48）

43
日本庭園の平面植栽配置等がわかる資料（図面、主要樹木リスト等）があれ
ばご提示下さい。

現在のところ提供できるデータはありませんが、延岡市公告第４６号において
お示しした、参考資料1の周辺航空画像等でご確認ください。

44 既存建物の図面を提供いただけないでしょうか。
建設当初、改修時の古い図面等になりますが、提供することは可能です。な
お、提供に際しては手続きが必要になります。ただし、ＣＡＤデータでの提供は
できません。(№21・25・33)

45 静思庵の移築に関して、移築せず改修することも可能でしょうか？

原則として、基本計画に示しているように、静思庵（古民家）を移築して保存し、
その跡地に新規に和室棟を建築することにしています。しかしながら、その他
に良い案等がございましたら、ご提案していただくことは可能です。ただし、そ
の際には和室棟の配置についてもご考慮ください。

46
計画敷地は史跡と思われますが、敷地内で既存建築物が建設されている部分
以外に、建物を建設する計画とした場合に、埋蔵文化財等の発掘調査は必用
となるでしょうか。ご教示下さい。

現在のところ、当該敷地全体の発掘調査を予定しています。

47
上記、埋蔵文化財発掘調査が必用となるような計画の提案は、審査持の評価
において評価対象となりますでしょうか。ご教示下さい。

現在のところ、ご提案内容にかかわらず、当該敷地全体の発掘調査を予定し
ており、審査時の評価の対象とはなりません。

48
対象敷地の地盤調査（柱状図等）がありましたら、資料を提供いただけないで
しょうか。

地盤調査については、今年度、実施を予定しており、現在のところ提供できる
データはありません。(№8・29・32・37・42)

49
「内藤記念館再整備　基本構想・基本計画」p.53-54の施設配置図において、
「和室」「蔵」「古民家」が計画されていますが、３棟共に既存建物を利用すると
考えてよろしいでしょうか。

「蔵(石蔵)」「静思庵(古民家)」は既存建物になりますが、「和室棟」は新築にな
ります。

50
上記、３棟が既存建物と仮定した場合、「和室」は「静思庵」と考えてよろしいで
しょうか。またその場合、「蔵」「古民家」の現状位置をご教示ください。

「和室」は「静思庵」ではなく、新たに建設する施設になります。なお、「蔵（石
蔵）」「古民家（静思庵）」の現状位置については、基本設計P50の（６）敷地周
辺図及び留意事項における図中の「⑤日本庭園や樹木を活かす」の文言下の
四角が静思庵（古民家）、中央の「・18.4」の左側の四角が蔵（石蔵）になりま
す。

51
上記、「和室」「蔵」「古民家」の施設規模等（床面積、構造、階数など）をご教示
ください。

和室は、平屋で床面積120㎡程度を予定しています。蔵(石蔵)は鉄筋コンク
リート造2階建・床面積約43㎡、静思庵(古民家)は、木造平屋建・床面積は約
87㎡、になります。

52
「内藤記念館再整備　基本構想・基本計画」p.18の諸室面積に、「和室・茶室」
の面積が計画されていますが、「静思庵」「蔵」とは別に「和室・茶室」を設ける
と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。



53

「内藤記念館再整備　基本構想・基本計画」p.17の（４）駐車場の項に、①一般
等駐車場が想定されていますが、現在駐車場となっている敷地西側（測候所
の南側）の部分が含まれていない様に見受けられます。一般車の駐車場は全
て、敷地周辺の近隣施設駐車場を利用すると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりの利用を想定しています。

54

「内藤記念館再整備　基本構想・基本計画」p.53-54の施設配置図において、
「社会教育センター」への連絡通路が見受けられますが、本計画に於いてどの
様に考えればよろしいでしょうか。（管理者のみの利用か。一般利用者も含め
て利用するのか、など）

一般利用者の利用も想定しています。

55
「内藤記念館再整備　基本構想・基本計画」p.7～にある５．事業の基本方針に
よると、データベース・インターネット等を整備するに当たり、サーバー室等が
必用と思われるが、どの様にお考えかご教示ください。

現在のところ、サーバー室は考えておりません。

56
実施要領において、計画敷地の防火地域として「準防火地域（一部）」と記載さ
れておりますが、敷地のどの部分が準防火地域なのか、御教授いただけます
でしょうか。

計画地の準防火地域などを示した、延岡市都市計画図を提供することは可能
です。なお、詳細については延岡市都市建設部都市計画課にお問い合わせく
ださい。

57

「内藤記念館再整備 基本構想・基本計画」48項において、敷地面積として公簿
上の数値とCAD上の数値とが示されておりますが、どちらを正と考えればよろ
しいでしょうか。公簿上の数値が正の場合、50項において示されている敷地境
界線位置はどのように考えればよろしいでしょうか。

当該地の測量は、今年度、実施を予定しており、正確な数値については回答
することができません。敷地境界線位置についても、測量後に確定することに
なりますが、概ね基本計画P50の地図に赤線で示したラインになると考えてい
ます。

58
本施設における職員人数は何名程度を想定されているのでしょうか。
また、各職種毎の人数内訳の想定がありましたらご教授ください。

現在のところ、新たな施設における職員の人数や職種の内訳については未定
です。なお、現在の内藤記念館には、延岡市教育委員会文化課の職員12名と
清掃員2名、受付1名の計15名が勤務しています。

59
「内藤記念館再整備 基本構想・基本計画」53-54項において、古民家と蔵の移
築先案が示されておりますが、移築先を決めるにあたりなにか規定がありまし
たらご教授ください。

移築先の選定にあたっては、特別な規定等はありません。

60
基本計画　P19-20・P.55-56　によると施設の機能連関や空間配置が詳細かつ
具体的に検討されていますが、基本計画・基本構想の提案は守ることが必要
と考えてよろしいでしょうか？

基本計画P19-20・P.55-56に示した施設の機能連関や空間配置は、あくまでイ
メージになりますが、基本計画に示された施設整備の方針や施設計画に留意
した提案をしていただきたいと考えています。

61 建物の地下ならびに半地下は可能でしょうか。

基本計画では地下ならびに半地下については示しておりませんが、「文化財公
開施設の計画に関する指針」(文化庁)では、収蔵庫は地階に配置しないことが
望ましいとされていることから、本施設においても収蔵庫については地下なら
びに半地下について考えておりません。

※質問内容の文言は、質問者からのご提出いただいた原文のままとなっております。


