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復興祈念公園整備基本設計等業務 

特 記 仕 様 書 （ 案 ） 

※特記仕様書は技術提案の内容を反映して変更する可能性があるため（案）としています。 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条 適用範囲 

 本仕様書は，気仙沼市（以下「甲」と言う。）が実施する「復興祈念公園整備基本設計等業務」（以

下「本業務」と言う。）に適用し，受託者（以下「乙」と言う。）が遵守しなければならない事項を定

めるものである。 

 

第２条 目的 

 本市では，東日本大震災による犠牲者に対する追悼と鎮魂の場であるとともに，防災への想いを新

たにする場，地域の再興を実感しつつ，未来永劫の安寧を祈る場として復興祈念公園の整備を進めて

おり，整備に係る基本計画を平成２９年５月に策定した。 

 本業務は同計画を基に基本設計を策定するため必要な業務をするものである。 

 

第３条 準拠法令等 

 本業務の実施にあたっては，本仕様書のほか，以下に掲げる関係法規及び図書に準拠するものとす

る。 

(1) 都市計画法（昭和 43年 6月 15日法律第 100号） 

(2) 道路法（昭和 27年法律第 180号) 

(3) 宮城県都市計画法開発許可制度便覧（平成 23年 7月） 

(4) 都市公園技術標準解説書（平成 28年 6月） 

(5) 宮城県共通仕様書（建設関連業務編） （平成 23年 10月） 

(6) 宮城県土木設計施工マニュアル （平成 22年 9月） 

(7) 気仙沼市財務規則（平成 18年気仙沼市規則第 36号） 

(8) その他関係法令および規則 

 

第４条 受託者の義務 

 乙は，本業務の実施にあたり，甲の意図及び本業務の目的等を十分理解した上で誠実かつ正確に業

務を遂行し，手戻り等のないよう十分注意して業務を遂行しなければならない。 

 

第５条 作業計画 

 乙は契約締結後速やかに，各工程についての作業実施計画を立案し，以下に掲げる書類を提出して

甲の承認を得なければならない。なお本業務を円滑かつ迅速に遂行するため，契約締結時までに気仙

沼市内に作業事務所を確保するとともに甲と十分な協議を行える作業体制を構築するものとする。 

(1) 業務着手届 

(2) 管理技術者及び照査技術者届，業務経歴書 
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(3) 業務実施計画書 

(4) 工程表 

 

第６条 打合せ及び記録 

 乙は，本業務の作業実施前及び作業期間中，甲と綿密な打合せを行うものとする。 

 なお，軽微な打合せ及び指示ならびに連絡については，電話及び電子メールにより行うことができ

る。 

２ 乙は，前項の打合せに際し，その都度打合せ記録を作成して甲に提出し，その確認を受けたものを

甲乙が各１部保管するものとする。 

 

第７条 資料貸与 

 本業務の実施に必要な資料で甲が管理するものは，乙の提出する借用書と引き換えに，これを乙に

貸与するものとする。 

 また，甲以外の第三者が管理する資料については，乙において収集するものとするが，甲は，乙に

対して可能な限り便宜を図るものとする。 

２ 乙は，貸与資料を善良なる管理者の注意義務を果たして取扱い及び管理し，作業終了後は速やかに

返還するものとする。 

３ 貸与資料を複写・複製する場合は，甲の承認を得るものとし，その取扱い及び管理について万全の

注意を払うとともに，業務終了後は確実な方法で廃棄するものとする。 

 

第８条 土地の立入 

 乙は，現地調査を行うにあたり，甲が発行した身分証明書を常時携帯するものとし，本業務遂行の

ために他人の所有する又は占有する土地，施設等に立ち入る必要がある場合は，あらかじめ当該土

地・施設所有者（又は占有者）の了解を得て迷惑を及ぼさないよう十分注意のうえ作業を行わなけれ

ばならない。また，現地にて第三者とのトラブルが発生した場合は速やかに甲に報告し，指示に従う

ものとする。 

 

第９条 成果の納品及び帰属 

 乙は，本業務を誠実に遂行し，期間内に成果品を納品しなればならない。 

 また，甲は，当該作業工程を終了したものについて，業務の中間段階にあっても提出を求めること

ができるものとする。 

２ 本業務の成果品は，全て甲の所有とし，乙は，甲の承認を得ずに第三者に公表・貸与してはならな

い。 

 

第１０条 検査 

 乙は，業務完了後速やかに所定の成果品を提出し，管理技術者及び照査技術者の立ち会いの上で，

甲の実施する完成検査を受けるものとする。 

 

第１１条 損害賠償 

 乙は，本業務実施中に生じた事故等に対して一切の責任を負い，甲に事故発生の原因・経過・被害
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の内容を遅滞なく報告するものとする。 

 また，第三者から損害賠償の請求があった場合は，乙において一切を処理するものとする。 

 

第１２条 疑義 

 本業務の実施にあたり，本特記仕様書に定めのない事項，又は，疑義を生じた場合は，その都度甲

乙で協議を行って，乙は甲の指示に従って業務を遂行するものとする。 

 

第１３条 瑕疵担保 

 本業務完了後であっても，乙の過失等に起因する不良箇所が発見された場合，乙は，甲の指示に従

い，修正・補正及びその他必要な作業を自らの負担で行うものとする。 

 

第１４条 業務実績の登録 

 乙は，一般財団法人日本建設情報総合センターの測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）に

基づく業務カルテを作成し，甲の確認を受けた上で同センターに提出した後，同センターの発行する

登録内容確認書の写しを甲に提出しなければならない。 

 

第１５条 工期 

 本業務の工期は，契約締結の翌日から平成 30年 3月 31日とする。 

 

 

第２章 業務内容 

 

第１６条 業務概要 

 本業務の業務内容は，別表第１のとおり想定している。 

 

第１７条 測量法に基づく手続 

 測量業務の実施に当たり，測量法に規定する公共測量に係る諸手続等，関係官公庁等への手続きの

際に協力しなければならない。また，乙は測量業務を実施するため関係官公庁等に対する諸手続きが

必要な場合は，速やかに行うものとする。 

 

第１８条 基準点測量・水準測量 

 本作業における作業項目及び数量は，第１６条のとおりとする。なお，作業にあたっては公共測量

「作業規程の準則」第23条及び第50条に規定する方式の選択については，事前に監督職員の承諾を得

るものとする。 

 

第１９条 現地測量（地図情報レベル 500） 

 別図に示す範囲について，現地でトータルステーション，又はGNSS測量機を用いて地形，地物等を

測定し，数値地形図データを作成するものとする。 
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第２０条 路線測量 

 事業区域内の関連道路について路線測量を実施するものとする。路線測量の作業項目は以下のとお

りとする。 

(1) 作業計画 

(2) 現地踏査 

(3) 線形決定 

(4) 中心線測量 

(5) 仮ＢＭ設置測量 

(6) 縦断測量 

(7) 横断測量 

(8) 用地幅杭設置測量 

 

第２１条 用地測量 

 事業区域内の土地及び境界等について調査し，用地取得等に必要な資料及び図面を作成するものと

する。 

１）作業計画 

 作業実施に際し必要となる実施計画書(案)の作成及び，用地測量を実施する上で，区域の地形，

土地の利用状況，植生の状況等を把握し，用地測量の細分ごとの計画を作成するものとする。 

 

２）資料調査 

 土地の取得等に係る土地について，用地測量に必要な諸資料を整理作成するものであり，作業計

画に基づき，法務局に備える地図，地図に準ずる図面（公図），公共団体に備える地図等（以下「公

図等」という。）の転写，土地登記簿の調査及び権利者の確認調査に区分して行うものとする。 

（１）公図等の転写 

 管轄法務局等に備える公図等を基にして公図等転写図を作成するものとする。 

（２）土地登記記録の調査 

 管轄法務局に備えられた，登記簿，登記事項証明書等に基づき，土地調査表記録等調査表を作

成するものとする。 

（３）権利者の確認調査 

 甲より貸与された資料等を基に権利者調査表を作成するものとする。 

 

３）境界確認 

 現地において一筆ごとに土地の境界（以下「境界点」という。）を確認するものとし，現地にお

いて転写図，土地調査表等に基づき，関係権利者立会いの上，境界点を確認し，所定の標杭を設置

するものとする。なお，境界確認を行う範囲は，以下のとおりとする。 

(1) 一筆を範囲とする画地 

(2) 一筆の土地であっても，所有権以外の権利が設定されている場合は，その権利ごとの画地 

(3) 一筆の土地であっても，その一部が異なった現況地目となっている場合は，現況の地目ごと

 の画地 

(4) 一画地にあって，土地に付属する畦，溝，その他これらに類するものが存するときは，
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 一画地に含むものとする。ただし，一部が崖地等で通常の用途に供することができない と認

 められるときは，その部分を区分した画地 

 

４）境界測量 

 現地において境界点を測定し，その座標値等を求めるものとし，4級以上の基準点に基づき，放

射法により行うものとする。ただし，やむを得ない場合は，補助基準点を設置し，それに基づいて

行うものとする。 

 また，これらの測量の結果に基づき，計算により境界点の座標値，境界点間の距離及び方向角を

求めるものとする。なお，座標値等の計算における結果の表示単位等は原則として，別表第２のと

おりとする。 

 

５）用地境界仮杭設置 

 用地幅杭の位置以外の境界線上等において，用地境界杭を設置する必要がある場合に，現地に用

地境界仮杭を設置するものとし，交点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて，4級以上

の基準点からの放射法又は用地幅杭線と境界線の交点を視通法により決定するものとする。 

 

６）境界点間測量 

 境界測量等において隣接する境界点間の距離を測定して精度を確認するものとし，境界点間測量

は，以下の測量を終了した時点で行うものとする。 

(1) 境界測量 

(2) 用地境界仮杭設置 

 また，境界点間測量は，隣接する境界点間又は境界点と用地境界点（用地境界杭を設置した点）

との距離を，全辺について現地で測定し，公共測量作業規定に定められた計算により求められた距

離と比較するものとする。 

 

７）面積計算 

 本業務は，境界測量の成果に基づき，各筆等の取得用地及び残地の面積を算出するものとし，原

則として，座標法又は数値三斜法により求めるものとする。 

 

８）用地実測図原図等の作成 

 前項までの結果に基づき，用地実測図原図及び用地平面図を作成するものとし，境界点等を図紙

に展開して作成するものとする。また，用地平面図は，用地実測図原図の境界点等必要項目を透写

し，現地において建物等の必要項目を測定描画して作成するものとする。 

 

第２２条 調査ボーリング 

 調査ボーリングは，地層の構成・分布状態を確認することを目的に実施するものとする。 

 

第２３条 標準貫入試験 

 標準貫入試験は，土の硬軟，締まり具合を知る指標であるＮ値を求めることを目的として，深度方

向 1.0m毎に JIS-A-1219:2001に準拠して実施するものとする。 
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第２４条 土質試験 

 土質試験は土の物理・力学・圧密特性を把握するために，乱さない試料（シンウォ－ルサンプリン

グ）及び乱した試料（標準貫入試験で得られた試料）を用いて，別表第３の項目について実施するも

のとする。なお，試験方法は「日本工業規格（JIS）」及び地盤工学会制定の「土質試験の方法と解説

（JGS）」の基準・規格に従うものとする。 

 

第２５条 立竹木調査 

 事業区域内に植生する樹木の調査を実施するとともに，眺望確保のために必要な伐採樹木の選定及

び数量を算定するものとする。 

 

第２６条 土地鑑定評価 

 用地取得価格の算定に必要となる代表地目（雑種地，山林）について土地鑑定評価を実施するもの

とする。 

 

第２７条 復興祈念公園基本設計 

 全体事業費を確定するため，以下に示す検討及び設計を実施するものとする。 

１）与条件の細部検討 

 本業務は，与条件の内容をよく吟味把握し，現地調査，文献調査，聞き取り調査等を通じて，前

提条件のうち，過年度業務（基本計画）の変更すべき項目，精度を上げるべき項目等について整理

し，その内容について検討するものとする。 

 

２）諸施設の検討と設定 

 本業務は，下記の事項について行うものとする。 

（１）位置 

 それぞれの施設が利用機能，管理，美観，安全すべての面において適切であるよう十分に検討

し位置を決定する。 

（２）規模 

 広さ，大きさ，数量等について検討することとし，機能，管理，美観，安全の他，事業費から

の検討や将来計画も含めた多面的な検討を行うものとする。 

（３）施設の内容 

 形，色彩，材料等について検討を行い，それぞれについて利用，機能，管理，経済性，安全性

から検討し，必要に応じて比較設計を行う。併せて，施設検討にあたっては，防災及び地球温暖

化防止を考慮し，計画地に適した施設提案を行うものとする。 

 

３）基本設計図の作成 

 本業務は，構造物，植栽，地形等表面に現れたものを図示した計画地全体の平面図を作成するこ

ととし，各施設の名称，規模，内容，数量等について説明を加えるものとする。基本設計図の作成

にあたっては，3D-CADを用いるものとする。 
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４）概算工事費の算出 

 本業務は各種の実例及び事例を参考にしながら，積算資料等を使用し，これらに記載のない材料，

工事費は見積り，カタログ等を参考に適切な工事費を計上するものとする。 

 

５）基本設計説明書の作成 

 本業務は，公園の全体像を正確にわかりやすく理解できるようにまとめる。とりまとめにあたっ

ては，次の事項を系統だて整理するものとする。 

(1) 与条件の細部検討過程 

(2) 諸施設の検討及び設定過程 

(3) 基本設計図の補足説明 

(4) 概算工事費 

(5) 工程計画と年次計画 

(6) 管理運営計画 

 

６）鳥瞰図及び透視図の作成 

 本業務は，基本設計平面図に基づき，全体図は，1 アングルの鳥瞰図を作成し，主要図は，2 ア

ングルの透視図とし，計 3枚のパースを作成する。 

 

第２８条 復興祈念公園施設検討委員会の開催 

 有識者等からなる復興祈念公園施設検討委員会の開催・運営支援を行い，復興祈念公園に求める機

能や具体の内容等を検討する。検討する内容としては以下のとおりとし，検討内容を別途並行して進

める設計へ反映するものとする。なお開催回数は３回を想定し，当該委員会に係る事務経費（委員報

酬，交通費含む）については本業務に含まれるものとする。 

(1) 祈りの場・モニュメント等の整備に向けた検討の手法（公募等も検討） 

(2) 祈りの場・モニュメント等の整備案に対する評価及び必要項目の調整 

(3) 復興祈念公園の利用上・管理上に係る検討 

(4) 市外来訪者の慰霊等に係る検討 等 

 

第２９条 事業手続支援 

 本事業は，復興交付金事業であり，復興庁及び甲関連部署との協議調整を実施しつつ，各種の申請

手続きが必要なことから，行政手続きに要する図書作成を行うものとする。各種のヒアリング及び協

議（事業説明会を含む）には，同席するものとする。行政手続き支援の作業項目を以下に示す。 

(1) 復興交付金事業計画申請に伴う各種提出図書の作成（効果促進事業 一括配分関連） 

(2) 庁内調整資料の作成 

(3) 各種事業説明会資料の作成 
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第３章 成果品 

 

第３０条 成果品 

 本業務の成果品として印刷物各 2部，電子媒体（CD-R）各 2部を提出することとする。各計画図・

設計図の縮小版の提出部数については，監督職員との協議により決定する。なお，成果品の規格・形

式は以下のとおりとするが監督職員と別途協議の上，詳細について決定するものとする。 

１）測量業務 

(1) 測量成果簿（A4版・パイプファイルとじ） 

 

２）地質調査解析業務 

(1) 地質調査報告書（A4版・パイプファイルとじ） 

(2) 土質又は地質断面図（S=1/100～1/200） 

 

３）補償調査，不動産鑑定業務 

(1) 補償調査報告書（製本（A4版）） 

(2) 土地鑑定評価書 

 

４）設計業務 

（１）復興祈念公園基本設計 

(1) 基本設計平面図（S=1/500～1/1,000） 

(2) 割付計画平面図（S=1/500～1/1,000） 

(3) 造成計画平面図（S=1/500～1/1,000） 

(4) 主要箇所断面図（S=1/200～1/500） 

(5) 施設計画平面図（S=1/500～1/1,000） 

(6) 主要施設平面図（S=1/100～1/500） 

(7) 植栽計画平面図（S=1/500～1/1,000） 

(8) 排水系統計画図（S=1/500～1/1,000） 

(9) 電気系統計画図（S=1/500～1/1,000 ） 

(10) 基本設計説明書（A4版・パイプファイルとじ） 

(11) 工事費概算書（A4版・パイプファイルとじ） 

(12) 鳥瞰図（鳥瞰図 A3版，透視図 A4版） 

（２）アクセス道路関連設計 

(1) 実施設計平面図（S=1/250～500） 

(2) 縦断図及び横断図（S=1/100～1/500） 

(3) 各種計画平面図（S=1/500～1/1000） 

(4) 各種構造図・詳細図（S=1/20～1/200） 

(5) 数量計算書（A4版・パイプファイルとじ） 

(6) 概算工事費算出書（A4版・パイプファイルとじ） 

(7) 工事特記仕様書（A4版・パイプファイルとじ） 
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５）事業支援業務 

(1) 事業手続支援図書（A4版・パイプファイルとじ） 

(2) 復興祈念公園施設検討委員会資料・議事録（A4版・パイプファイルとじ） 

(3) 設計報告書（設計計算書含む）（A4版・パイプファイルとじ） 

 

別表１（第１７条関係） 

工種／種別 規格 単位 数量 

【復興祈念公園整備】    

３級基準点測量  点 3 

４級基準点測量  点 12 

３級水準測量  km 5 

現地測量 1/500 A=3.0ha 式 1 

路線測量  km 0.39 

用地測量  万㎡ 1 

調査ボーリング  箇所 6 

標準貫入試験  式 1 

解析等調査  式 1 

立竹木調査  千㎡ 23 

土地鑑定評価  地目 2 

復興祈念公園基本設計  式 1 

復興祈念公園施設検討委員会等の運営支援 3回程度 式 1 

事業手続支援  式 1 

【アクセス道路整備】    

３級基準点測量  点 2 

４級基準点測量  点 3 

現地測量 1/500 A=0.1ha 式 1 

路線測量  km 0.06 

用地測量  万㎡ 0.06 

調査ボーリング  箇所 1 

標準貫入試験  式 1 

土質試験  式 1 

解析等調査  式 1 

待避所設計  ｍ 37 

プレキャストＬ型擁壁  箇所 1 

 

別表第２（第２１条関係） 

区分 方向角 距 離 座標値 面積 

単位 秒 ｍ ｍ ㎡ 

位 1 0.001 0.001 0.000001 
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別表第３（第２４条関係） 

室内土質試験内容一覧表 

試験項目 試験方法 得られる主な値 試験結果の主な利用法 

物 

理 

試 

験 

土粒子の密度 

試験 

JIS A 1202 

（旧比重試験） 
土粒子の密度 

土の基本的性質の計算 

間隙比・飽和度・粒度 

（沈降分析） 

土の含水比試験 JIS A 1203 含水比  

土の粒度試験 
JIS A 1204 

（沈降まで） 

粒径加積曲線 

最大粒径 

均等係数 

曲率係数 

細粒分含有率 

土の分類 

液状化の判定 

砂質土の安定性の判定 

粘性土の圧縮性の判定 

簡易粒度組成の判定 

土の液性限界 

・塑性限界試験 
JIS A 1205 

液性限界 

塑性限界 

塑性指数 

流動指数 

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ指数 

粘性土の安定性の判定 

材料としての土の判定 

粘着力の度合いの判定 

路床路盤土の適否判定 

湿潤密度試験 
JIS A 1225 

（ノギス法） 

湿潤密度 

乾燥密度 

土の基本的性質の計算 

各種土圧の計算 

力 

学 

試 

験 

土の一軸圧縮 

試験 
JIS A 1216 

一軸圧縮強さ 

応力歪曲線 

地盤の基礎，斜面掘削・ 

擁壁・盛土等の安定 

計算 

土の圧密試験 
JIS A 1217 

（段階載荷） 

e-logp曲線 

圧縮指数 

圧密降伏応力 

圧密係数 

粘性土地盤の圧密沈下

量及び沈下時間の計算 

 


