
部局 課 意見 庁舎建設準備課の考え

1 総合政策部 企画課
・P19⑷の非常時インフラのエレベーターは、⑹ユニバーサルデザインの項

目としていいのではないか。非常時の備蓄設置のための“ゆとり”なのか？

非常時の備蓄設置のためのゆとりという意味もありますし、ご指摘のとお

りユニバーサルレイアウトとしてのゆとりの意味もあります。

本文をユニバーサルレイアウトの項目に転記し、非常時インフラの項目に

はエレベーターに防災キャビネットを設置することの旨を記載する形で修

正します。

2 総合政策部 企画課
・必要諸室概要1/3　会議室のパーテーションはWB（ホワイトボード）化を

希望（対策会議等でも活用できる）

全ての会議室のパーテーションをホワイトボード仕様にすることは考ええ

ていません。

ただし、災害対策本部のパーテーションはホワイトボード仕様とします。

3 総合政策部 広報広聴課

１． 相談スペースについて（広報広聴課のみ）

現在１スペースしか確保されておらず、複数の相談があった際に待機時間が

長くなるため、可能であれば、もう１スペースの確保をお願いしたい。

現在、特有諸室として1室を確保させていただいています。もう1室は全庁

共用の会議室、相談室やスペースを活用していただくことを想定していま

す。

4 総合政策部 広報広聴課

２． カウンターへのアクリル板の設置（全般）

新型コロナウイルス対策で現在行わているような透明な遮断板が必要と思わ

れる。

今回のコロナ対策のような場合には遮断版は有効と思われますが、常時遮

断版があるカウンターというのも市民サービスを行う行政機関において閉

鎖的なイメージで捉えられかねないため、賛否両論だとは思いますが今回

のような事象があった場合に対処できるような備えを考えます。

5 総合政策部 広報広聴課

３． その他（全般）

授乳室やオムツ交換スペース等が資料から見つけ出せなかったが必要と思

う。

【別添4】諸室等概要の一般共用部（最下部）に記載しています。

6 総務部 ＩＴ推進課

・サーバー室（マシン室）内は、情報機器類を設置しているため、1年を通じ

て一定の温度にしておく必要があります。サーバー室内の空調機設置を「岸

和田市新庁舎整備事業設計施工業務要求水準書（案）」に記載が必要です。

また、サーバー室内の空調機及び情報機器類の非常用電源の確保についても

記載が必要です。

サーバー室の空調機設置については【別添4】必要諸室概要に記載してい

るところですが、本文中にも1年を通じて一定の温度に保つ必要がある旨

追記します。

7 総務部 ＩＴ推進課

・P27に「各課が単独で利用するサーバーを配置するスペースを、各課執務

室内に設けること。」と記載があります。新庁舎の省スペースの観点、及び

セキュリティ確保の観点においても、各課サーバーは全て、サーバー室へ収

容すると記載すべきです。

修正します。
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8 市民環境部
人権・男女

共同参画課

P.１８　３．２施設の基本性能について

（１）窓口機能

①「相談スペース」について

　DV相談に関しては、「個室」かつ「出入口が2カ所あり外への出口と近い

（逃げられる場所）」に配置願いたい。

　被害者の安全確保、保護のために条件を満たす相談室の設置が必要。

 DV被害者の相談に関して、被害者の安全性を確保できる相談室を計画と

する旨追記します。 外への出口と近い位置への配置については設計時に

検討することになります。

9 市民環境部
人権・男女

共同参画課

②「ワンストップ化」について

　地下鉄の案内表示のように、通路にも、天井からの吊看板などでも、わか

りやすい案内について配慮してほしい。

P22ｆ）サイン計画に記載している事項を基に設計で考慮します。

10 市民環境部
人権・男女

共同参画課

③「ワンストップ化」以下「窓口システム」５項目全体にかかるものとし

て、庁内でWIFIが利用できるような環境の整備を追記していただきたい。

　特に、今後さらに増加が予想される「日本語ができない来庁者」にとっ

て、窓口での手続きや相談において、母語での情報を気軽に得ながら職員に

伝えられる環境が欠かせないものと考えます。

※「国際親善協会」の方から、外国籍の人の人権に関して、「庁内にWIFIが

ないので窓口での手続きに必要な情報がその場で得られず、苦慮している現

状がある。」との要望を受けました。当初の段階で提案ができず申し訳ござ

いませんが、配慮をしていただければと考えます。

P28～29ｈ）構内情報網設備にて原則WIFIを想定しています。また、新た

に専用のシステム等が必要となる場合においては別途、予算を確保してい

ただく必要がありますので、ご検討ください。

11 市民環境部 環境保全課

必要諸室概要別紙１の各課の名称で、その他の環境課を環境保全課へ改めら

れたい。

平成30年度時点の執務環境調査を基に庁舎のボリュームを決定しており、

その当時の課名で表記しております。そのため要求水準書については基本

計画同様、環境課で統一させて下さい。

12 市民環境部 環境保全課

本市では、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定は未策定となって

いるが、環境に配慮した建築物が求められるため、2013年度の温室効果ガス

排出量20,015 t-CO2から大幅削減できる設備が望まれる。

　大阪府においては、2050年度に府域から排出される温室効果ガス排出量

を、実質ゼロを目指すことを公表したことを申し添える。

温室効果ガス排出量の削減については当然考慮すべき事項と考えておりま

す。本要求水準書ではZEBによる環境負荷低減についても検討する必要が

ある旨記載しています。ZEBになるとは限りませんが、環境負荷低減とし

ての対策は必要と考えていますので設計段階において検討します。

13 市民環境部 環境保全課

69ページの完了時の提出書類の中に８官公庁届出書・許可証・検査済証とあ

るが、届出等の適切な実施時期に随時提出させるか、提出をしたかどうかの

確認はその都度実施されたい（今年度もあったが、市発注の工事で届出漏れ

が見つかったので受理してくださいと窓口に業者が来られることがある、適

切な時期に届け出られないものについては一切受理できないので留意された

い。）

修正します。

14 市民環境部 環境保全課

解体等工事の事前調査の結果については、解体等工事（養生、機材搬入等の

準備工も含みます。）に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所

に事前調査結果の掲示をし、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現

場事務所などで閲覧に供する義務があるため、閲覧場所の提供等の協力につ

いて、適正に実施されたい。

適正に実施するため、受注者に協力を求めます。



15 市民環境部 環境保全課

　昨年度、本市発注の解体工事において、粉塵の飛散などの苦情が発生した

こともあり、騒音及び振動の対策に加え、粉塵対策、排水対策（粉塵飛散防

止のための散水が過剰であった場合は廃棄物が流出する可能性があるので、

国土交通省が示す「舗装の切断作業時に発生する排水の処理について」に準

じた対策）を指示されたい。

追記します。

16 市民環境部 環境保全課

　土壌汚染については、履歴調査の結果によっては調査命令を発出すること

もあるので、余裕をもって実施されたい。また、事前に把握できなかった埋

設廃棄物等の存在が判明した場合は、土壌汚染の状況調査及び措置を実施す

る必要があるため、事前に対応を協議しておかれたい。

現段階で把握できていない埋設物については発覚した段階で協議させてく

ださい。

17 市民環境部 廃棄物対策課
・シュレッダー室を設置するのであれば、シュレッダー古紙が直接、屋外搬

出が可能であること。
設計時に検討します。

18 市民環境部 廃棄物対策課
・資源物（古紙、段ボール、ビン、缶、プラスチック）置場を設置するこ

と。

基本計画（案）P24　各フロア単位を基本として分別ごみ置き場スペース

を確保することと記載しています。

19 市民環境部 廃棄物対策課
・シュレッダー室、資源物置場、ごみ置場から車輛（２ｔ）への搬入が容易

であること。
追記します。

20 危機管理部 危機管理課

仮庁舎期間中の要求水準を明らかにされたいと考えます。

当課は災害発生時に市長以下主要部門と即時かつ頻繁な協議を行っており、

仮庁舎期間中においても市長以下主要部門との物理的距離や必要な設備が維

持されるのか懸念しております。

仮設庁舎の期間中について、要求水準書の現段階においては協議願いま

す。

21 福祉部 障害者支援課

3.3.1.（２）.ｆ）サイン計画について及び3.3.5.（１）.ｆ）サイン計画につい

て

「聴覚障害のある方にも災害時の緊急事態を知らせるため、トイレ内等に緊

急サインを設置すること。」

上記の点について、トイレ内等に限らず、災害時の緊急事態を知らせるため

の緊急サインを設置する箇所には、音声のほか、光や振動などによって緊急

事態を知らせることのできるサインを設置されたい。

追記します。

22 福祉部 障害者支援課

3.3.1.（7）.ｋ）映像・音響設備、3.3.5.（3）.ｋ）映像・音響設備

「インターホンは、「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき設置するこ

と。」

　上記の点について、インターホンを設置するにあたってはモニター付きイ

ンターホンとするともに、モニターを通しての意思疎通が可能となるよう、

音声（手話が可能な場合は手話）のほか、モニターに文字等を表示するため

の設備を補助的に配置されたい。

モニターに文字が表示される設備が設けられるかは不明ですが、ホワイト

ボードを設けるスペース等は確保することは可能ですので、追記します。

23 福祉部 障害者支援課

3.3.1.（９）.ｊ）災害対応設備

「マンホールトイレや釜戸ベンチを適宜備えること。」→マンホールトイレ

やかまどベンチを適宜備えること。

修正します。



24 福祉部 生活福祉課

立体駐車場の構造計画について

要求水準書案38ページ、立体駐車場の構造体の類型がⅢ類となっているが、

津波避難ビルとしての活用、また、災害に支援車両の駐車場として利用でき

る計画とするとあることから、人命確保に加えて機能確保が図られる必要は

ないですか。

津波避難ビルとしての活用を考えておりますが、津波ハザードマップによ

ると浸水区域外となっているため、Ⅲ類で問題ないと判断しています。

25 福祉部 生活福祉課

個人情報に係る書面の廃棄について

要求水準書案24ページ、各フロア単位を基本とした分別ごみ置き場の設置と

あわせ、各課において発生する個人情報に係る書類を適切に廃棄するための

シュレッダー室の設置検討をお願いします。

フロア単位での共用設置等を検討します。

26 福祉部 生活福祉課

フロアの配置について

臨時給付金事業その他国の施策等により、時限的に発生する事務の執行等に

係るブースを設けることを想定したフロア設計をされているのでしょうか。

臨時、緊急対応によるブースの設置について、2～5人程度の少人数であれ

ばユニバーサルレイアウトならではの余剰スペースを活用できると想定し

ていますが、それ以上の人数を配置する場合には全庁共用の会議室、相談

室やスペースを活用していただくことを想定しています。

27 福祉部 生活福祉課

要求水準書案２０ページ及び21ページ

カフェ、コンビニ等の設置、また市民スペースの開放が計画されているよう

ですが、岸和田だんじり祭宮入当日における対応も考慮したものになってい

るのでしょうか。

詳細の運営は決まっておりませんが、運営上、開放するという方針が決定

すればそのように対応はできるものと考えます。

28 魅力創造部 農林水産課

（２）適用法令等

　２）環境関連

　　　公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（林野庁）

追記します。

29 魅力創造部 文化国際課
・別館、第２別館における利便向上や執務環境の抜本的な改善は先送りとの

ことなので、今後の調整が気になるところです。

文書量・物品量の削減は全庁的に行うことを考えているため、別館、第２

別館においても、まずは文書量・物品量の削減を行うことにまります。そ

のうえで全体的なレイアウトの検討が必要と考えていますので、調整させ

ていただければと思います。

30 まちづくり推進部 都市計画課

・記載事項・内容が多く、複雑化しているので把握しにくい。結果として、

すべての項目に記載しないと、抜け落ち・要求もれと判断される可能性があ

ると思われる。（部分的に過剰に詳細まで記載し過ぎていないか。）

31 まちづくり推進部 都市計画課

・本要求水準書は、必要最小限の「業務の範囲」「実施条件」「水準等」を

記した水準書とある。岸和田市が定める条例、計画書、基準書、要綱に関す

る事項については、順守しなければいけない事項が記載されていることか

ら、これらに関することについては、当然守るべき事項であることから記述

せず、特段の配慮事項の点について記述すべきと考える。

ご指摘の内容については理解しますが、要求水準書で抜け落ちていた部分

については後に追加請求を受ける可能性も十分に想定されるため、現時点

で詳細に記載できることは記載すべきと考えています。

すべての項目に記載しないと抜け落ち・要求もれと判断される可能性につ

いては記載した事項は書面として残るうえ、プロポーザルに参加する時点

で当然理解したうえで参加していただけるものと考えますのでそこまで心

配しておりません。

また、抜け落ち等がないよう、各施設の基本要件のすべての項目に対し要

求水準確認書にて確認することになります。



32 まちづくり推進部 都市計画課

●P 6 （1）設計業務　（オ）上記に係る許認可業務（・・・・）

修正

　　・※岸和田市景観計画の行為通知業務

　　　⇒　岸和田市景観条例に基づく事前協議と景観法に基づく景観計画区

域内行為の通知等業務（公共サイン協議含む）

修正します。

33 まちづくり推進部 都市計画課

●P8   1）現本庁舎敷地

　その他欄に、以下を追記

　　・一部、都市計画公園千亀利公園（開設済）区域内

　　・千亀利公園部分は、庁舎の建築敷地に含めることはできない。

・【公開資料B-1】追記

⇒　公開資料B-1に、計画敷地のうち「千亀利公園」との重複区域がわかる

ように表示するとともに、P8にその面積を表示されたい。

修正します。

34 まちづくり推進部 都市計画課

●P10　4）第四来庁者用兼公用車駐車場敷地

　修正

 ・防火地域：「－」

　⇒　建築基準法第22適用区域

修正します。

35 まちづくり推進部 都市計画課

●P11　（2）土地利用上の要件　　1）景観

　修正

・　岸和田市のシンボルである岸和田城や都市計画公園千亀利公園に隣接

し、岸和田市景観計画における景観配慮地区「岸和田城周辺地区」等に位置

することを踏まえ、目標である「歴史的環境を保全、活用、岸和田らしさを

創出すること」に考慮し、「岸和田らしさを目指した景観形成ガイドライ

ン」に基づき、城周辺の歴史的環境との調和を図ること。

また、岸和田城は、岸和田市みどりの基本計画における「みどりの拠点」と

位置づけていることから、みどりの保全と創出（歴史と文化に組み込まれた

みどり）に努めること。【水とみどり課と協議・調整して下さい。】

なお、本業務のおける景観等の協議については、「岸和田市環境デザイン委

員会」との協議も必要となり、本委員会からの意見を尊重することとなるこ

とを申し添える。

（岸和田市の景観形成におけるモデルとなることを期待している。）

修正します。



36 まちづくり推進部 都市計画課

●P11　2.8対象施設の概要　（1）新築施設概要

追記

・極端な法規制緩和策の提案を受けることも含め、提案を求めているのかが

不明であるが、通常の法規制範囲を想定した提案を求めるならば、追記の必

要がある。

・・・そこで、以下に示す施設概要のほか、提案上限価格内での提案を条件

とし、・・・

⇒　・・・そこで、法規制の範囲内における以下に示す・・・

追記します。

37 まちづくり推進部 都市計画課

●P20　（7）環境への配慮

　追記した方が良いと考えられること。

　　⇒　交通環境：来庁車やバス等について、出入口、停車スペース等、駐

車経路等、渋滞等による環境、負荷を軽減する。

　　＊交通（車両・歩行者）導線については、「3.3 施設整備の基本要件」

「 3.3.1 新庁舎の基本要件」「 (1) 土地利用・動線計画」に記載あり。

文言は検討させていただきますが、交通環境についてもP20（7）環境へ

の配慮に追記します。

38 まちづくり推進部 都市計画課

●P20　（８）歴史・文化・景観への配慮

　文言確認

　・「緑地形成」について配慮するとあるが、緑地形成とは、どのような意

味・状態を成すものか。

岸和田城を中心とした周辺地域全体での緑地形成（緑地帯の繋がり）を意

味しています。

景観を専門とする選定委員からのご助言により記載しています。

39 まちづくり推進部 都市計画課

●P20　（7）環境への配慮、又は（８）歴史・文化・景観への配慮

　追記した方が良いと考えられること。

　　⇒　「みどりの推進」の記載。

1.3.（3）適用基準に大阪府/建築物の敷地等における緑化を促進する制度

を追記します。

40 まちづくり推進部 都市計画課

●P21　(2) 建築計画  b)部門・階層構成

　記述内容の追加と質疑

　・敷地条件上では高さの制限はないが、景観形成の観点から岸和田城天守

閣の高さに配慮するとともに新庁舎の周辺からの岸和田城の見え方にも配慮

した階数設定とすること。

　　⇒・「本地区は、歴史的環境を保全し、また、調和を図ること地区であ

ることから、岸和田城からの新庁舎と歴史的なまちなみの見え方に配慮し、

調和を図ること。」の主旨の内容を追記されたい。

　　　・「上記記述の配慮した階数設定」とは、具体的に何階、何ｍまでを

想定しているのか。

調和を図る主旨については追記します。

階数設定について、具体的な階数、高さを記載するつもりはありませんの

で岸和田城の高さ配慮することという文言に修正します。



41 まちづくり推進部 都市計画課

●P21　(2) 建築計画 　c)立面・外観デザイン及び外装計画

　修正

　・周辺景観を考慮した外観デザインとし、岸和田市景観条例に則した計画

と・・・

　　⇒「歴史的環境との調和を図り、周辺景観に考慮した外観デザインと

し、岸和田市景観計画に即した計画と・・・」

修正します。

42 まちづくり推進部 都市計画課

●P22　ｇ)環境配慮計画

　修正

　・建物から日光の反射による周辺地域への影響に配慮すること。

　　⇒「建物等から・・・」　：例：太陽光パネルを設置した場合の反射が

懸念される。特にお城からの眺望に配慮が必要。

修正します。

43 まちづくり推進部 都市計画課

●P35　（9）外構計画　b)舗装計画

　修正

・舗装の種類の選定にあたっては、岸和田城を中心とした景観等への配慮、

排水負担の軽減等に考慮すること。

　　⇒舗装の種類の選定にあたっては、歴史的環境や岸和田城周辺の整備状

況に配慮し、・・・

修正します。

44 まちづくり推進部 都市計画課

●P37　3.3.2立体駐車場の基本要件　（1）建築計画　ｃ）立面・外観デザイ

ン及び外装計画

　修正

　・周辺景観を考慮した外観デザインとし、岸和田市景観条例に則した計画

とすること。

　　⇒歴史的環境との調和、周辺景観に配慮し、新庁舎との調和も図るこ

と。

修正します。

45 まちづくり推進部 都市計画課

●P40　3.3.3 上水道関連倉庫　～　P43　 3.3.4 下水道関連倉庫について

　追記事項

・本庁舎と同様に、周辺環境、景観に配慮すること。

・本庁舎同様に景観協議、通知等が必要。

あくまで倉庫ですので本庁舎と同様まで求めるつもりはありませんが色彩

に関する景観調和程度については追記します。

併せて景観協議、通知等の必要性についても追記します。

46 まちづくり推進部 都市計画課

●P46　 3.3.5 仮設庁舎について

追記事項

　・本庁舎と同様に、周辺環境、景観に配慮すること。

・本庁舎同様に景観協議、通知等が必要。

　・（1）の建築計画、外構計画等、各項目についても、本庁舎と同様意見。

あくまで仮設庁舎ですので本庁舎と同様まで求めるつもりはありませんが

色彩に関する景観調和程度については追記します。

併せて景観協議、通知等の必要性についても追記します。

建築計画、外構計画等、各項目についても本庁舎と同様まで求めるつもり

はありません。（2、3年使用して解体する建物なので仮設庁舎整備費用を

極力抑えるため。）



47 まちづくり推進部 都市計画課

●P59　（16）要求水準の確認ついて

　趣旨説明・内容確認

　・どういうものまで要求水準確認書の作成を求め、対応すべきか理解でき

ないので、説明されたい。理解不十分の為、検討・意見できかねる。

抜け落ち等がないよう、【別添5】要求水準確認計画書（案）のような資

料を作成させ、各施設の基本要件のすべての項目について確認することに

なります。

48 まちづくり推進部 都市計画課

●P61　4.2設計業務～　について

　内容確認・追記

　・景観条例に基づく、景観協議（環境デザイン協議）については、デザイ

ン等を誘導することから、基本設計が決定され前から協議を行い、施工前ま

で引き続き協議が行われる場合がある。よって、提案されたデザインや、基

本設計完了時、実施設計完了時と変更があると考えられることから、複数回

の協議・委員会出席や協議図書の作成・提出となるので、適宜協議、調整、

提出等行うこと。

追記します。

49 建設部 水とみどり課

事業費を圧縮するために帯野ビルの借用を継続することとなっているが、借

り続ける限り、借地借家代が発生し続ける。新庁舎もしくは別館へ統廃合し

た場合と借用を継続した場合との費用比較が必要と考えます。

事業費の圧縮についてはイニシャルコストの削減を最優先としています。

50 建設部 水とみどり課
事業実施にあたり、隣接する公園利用者への安全対策及び、公園維持管理施

設対応等詳細については、委託発注までに、別途、個別協議願います。
発注までに別途個別協議させていただきます。

51

本庁・分庁で整備される場合は、次の２点に配慮いただきたい。

１．会計課は業務上、執務室が銀行（市金庫）と隣接する必要がある。会計

課はその他グループに含まれているが、配置場所の配慮をお願いしたい。

設計時に配慮します。

52

２．現金を扱う部署の手提げ金庫について、執務時間外は会計課大金庫にて

預かっている。新庁舎では、各部署で管理できるように保管場所が必要。現

状と同じ運用をする場合、本庁・分庁間を持ち運ぶ必要が出るため、建屋を

接続する渡り廊下等も検討する必要がある。

渡り廊下の設置は難しいと考えているが、各部署で管理するか若しくは集

中管理するかは検討します。

53 上下水道局 上水道工務課

４０ページ

(ア) 外部建具

シャッター（幅4.00ｍ×

高さ3.50ｍ）及びその他物資搬出入用シャッター（幅2.30ｍ×高さ2.80ｍ）

を設けること。また、原材料搬出入用シャッターについては、電動シャッ

ターを設置すること。

修正します。

会計課

会計課



54 上下水道局 上水道工務課

４１ページ

(３)電気設備計画

ｆ)自動火災報知設備

　･　受信機は、中央監視室(正)・サブセンター(副)に設置すること。

　･　感知器は、可能な限りアナログ式とし、自動点検機能付とすること。

下水道関連倉庫の要件に記載していたためにご指摘いただいたと思います

が、建物の想定規模上は不要となりますので下水道関連倉庫の記載を削除

します。

55 上下水道局 上水道工務課

４２ページ

(３)機械設備計画

b)衛生器具設備

　･　倉庫内に洗面器、手洗器及び洋便器を設置すること。

　･　洗面器及び手洗器の水栓は自動水栓とすること。

　･　洋便器には暖房機能付き温水洗浄便座を設置すること。

　･　屋外の原材料搬出入用シャッター及びその他物資搬出入用シャッターの

前にそれぞれカランを設

　 置すること。

追記します。

56 上下水道局 浄水課

非常時インフラについて、非常時に無停電電源装置を導入し、必要な施設に

電力を供給するよう記載されていますが、導入費及び維持管理費（UPS本体

の更新・バッテリーの交換）に多額の費用が必要です。※無停電電源装置は

電子機器で構成されているので耐用年数が短い）

無停電電源装置は、必要最小限の容量（コンピュータシステム等の無瞬断で

電源供給しなければならない機器等）として、その他の必要な電源は非常用

発電装置を導入し電力供給するのが良いと考えられます。また、非常用発電

装置が稼働し電力供給されれば、無停電電源装置にも電源が供給され、無停

電電源装置の必要容量も小さくできます。

P19の非常時インフラ部分「非常時の無停電電源装置を導入する」を「防

災上必要な重要機器について、無停電電源装置を導入する。」に修正する

とともに、P27の「重要機器には無停電電源装置を導入すること。」を

「防災上必要な重要機器（電話交換機、コンピュータシステム等の無瞬断

で電源供給しなければならない機器等）については、非常用発電機の電源

確立まで、無瞬断にて継続して機能維持が図れるように無停電電源装置を

適宜導入すること。」に修正し、併せて「無停電電源装置の容量について

は維持管理費等にも配慮しながら決定すること。」を追記します。

57 生涯学習部 郷土文化課

P２　1.3関係法令・基準等

（２）適用法令等

・適用法令等の中に「大阪府文化財保護条例」（府指定史跡岸和田城跡の根

拠条例）を加えてください。

・適用法令等の中に「岸和田市文化財保護条例」（市指定史跡岸和田藩薬園

跡（市第４駐車場敷地）の根拠条例）を加えてください。

追記します。



58 生涯学習部 郷土文化課

・全体で言えることですが、「試掘調査必要」ではなく、「発掘調査必要」

です。その中で、確認調査（試掘調査）を実施し、遺構等が確認されれば、

発掘調査が必要となります。前提として発掘調査が

必要という要求提示をお願いします。

修正します。

59 生涯学習部 郷土文化課

P８

表　その他

　「一部史跡指定範囲内・・・」ですが、誤解を招く表現なので「一部、大

阪府指定史跡範囲内」でお願いします。史跡と書くと国指定史跡を指しま

す。岸和田城跡は大阪府指定史跡です。

修正します。

60

選挙管理委員会事務局の選挙物資倉庫は新庁舎（南館）へ設置予定である。

現在は、公用車車庫の一部を使用しているため、新庁舎（北館）建設時、公

用車車庫解体と同時に移転しなければならない。新庁舎（北館）工事開始が

令和５年度の中程、仮庁舎の供用開始が令和７年度当初となっており、仮庁

舎内に一時移転とすれば、１年半ほどブランクが生じる。

選挙物資倉庫の一時移転に際し、仮庁舎以外への移転や公用車車庫解体の時

期設定等を考慮する必要がある。また、選挙時用の物品は大きなものが多い

ため、新庁舎・一時移転先ともに、４ｔ車を付近までつけられる場所が望ま

しい。

公用車車庫の解体時期は早ければ令和4年度になると想定されますが、受

注候補者の提案内容によっては想定している工程から変更となる可能性が

あるため、随時、協議させていただければと思います。

4ｔ車の寄り付きについては設計時に考慮します。

選挙管理委員会事務局



61

　執務室面積については、選挙時１カ月前程度から増員する会計年度任用職

員（時間給：６名程度）、不在者投票スペースや選挙人名簿の閲覧スペース

（４名程度）を考慮にいれる必要がある。また、選挙公示（告示）後からの

応援職員の作業場所として、優先使用できる会議室を執務室付近に配置する

ことが望ましい。

　新庁舎（南館）の市民活動室は期日前投票時に使用するため、執務室との

LAN配線（庁内LANとは別個のシステム）等の整備が必要である。執務室に

は、期日前投票用のサーバーを設置するため各期日前投票所（山直市民セン

ター、ショッピングセンター等）との専用回線（空配管）が必要である。ま

た、執務室または選挙時に優先使用できる会議室に大阪府選挙管理委員会と

の通信回線（選挙時のみ：現状は光ケーブルで接続）の配備（空配管）が必

要である。

2～5人程度の少人数であればユニバーサルレイアウトならではの余剰ス

ペースを活用できると想定していますが、それ以上の人数を配置する場合

には会議室等、全庁共用の部屋やスペースを活用していただくことを想定

しています。

市民活動室のLAN配線（庁内LANとは別個のシステム）の整備については

別途工事となりますが、システム導入に必要な配管設備（空配管）工事は

本業務の対象となりますので、設計時に詳細の協議が必要となります。

62

外部で執務する職員が、資料修正などの作業ができ、会議の待ち時間に待機

できる諸室の設置を希望します。

希望設備等　照明・空調・庁内ＬＡＮが利用可能な端末

新庁舎には休憩室を設ける予定です。また休憩室には無線LANを整備する

ことも考えていますので、資料修正や待機が可能になるものと思います。

選挙管理委員会事務局

公営競技事業所


