
No 資料名 頁 項目 質問 回答

1 全般 － － 　市のホームページを見ると，応募資格
は，「どなたでも」と記載されています。
デザインの勉強をしたことのない素人が提
案してもよいのでしょうか。

　本アイデアコンペは，気仙沼市の復興祈
念公園としてふさわしいアイデアを広く募
集するものです。ホームページの記述のと
おり，特別な知識や技術は問いません。ど
なたでもご応募いただけます。

2 全般 － － 　複数人でアイデアを話し合あったとこ
ろ，いろいろなアイデアがでてきました。
アイデアを整理すると，複数の作品に分け
ることができそうなのですが，同じグルー
プから複数作品を応募するのは禁止でしょ
うか。

　同じ名義での応募はできませんが，複数
の方で検討いただいたアイデアについて，
それぞれ代表者（責任者）を定めていただ
き，分けてご応募いただくことは可能で
す。

3 全般 － － 　未成年ですが，このコンペに応募しよう
と思います。提出が必要な書類はどれで
しょうか。

　成人の方の場合，書式３「コンペ提出
届」と書式５「提案様式集」の様式の２種
類ですが，未成年の方の場合は書式４「同
意書」もあわせて提出してください。

4 全般 － － 　公園全体について提案する「総合部門」
に対し，モニュメントのみの提案をする
「モニュメント部門」が設けられています
が，公園の１つの要素として，モニュメン
トではなく，たとえば園路だけの提案をし
たいのですが，可能でしょうか。

　今回は総合部門とモニュメント部門の２
つのみを設定していますので，モニュメン
ト以外の個別の要素のみの提案は受け付け
ておりません。
　モニュメント以外の個別の要素について
提案いただく場合は，総合部門へ応募いた
だき，応募要項の別添資料２で提案するこ
とが必須となっている「モニュメント（祈
りの対象）」，「銘板（犠牲者の名前を刻
むもの）」，「震災の記憶を伝えるもの」
の３つの提案とあわせて応募いただくよう
お願いいたします。

5 全般 － － 　園路に使用する素材や祈りの場に設置す
るベンチなどを提案したいのですが，可能
でしょうか。

　提案上の注意点はNo４と同じです。
　単なる素材や製品の提案だけですと，そ
の優位性や妥当性を判断することができま
せん。他材料や他製品との比較検討資料を
添付してください。

6 全般 － － 　このアイデアコンペで，具体的な素材を
メーカー指定で提案しようと考えていま
す。選考の結果，優秀賞に選ばれた場合，
提案したメーカー指定の素材が使用される
と考えてよいでしょうか。

　このアイデアコンペは，行政が実施する
コンペであり，仮に優秀賞として選ばれた
提案であっても，施工発注時に製品又は
メーカーを限定することはできません。

7 提案様
式

－ － 　モニュメントの提案をしたいと思いま
す。提出するのは，書式５の提案様式Ｍ１
のみで良いでしょうか。

　No３と同様，成人の方の場合，提出いた
だくのは，書式３「コンペ提出届」と書式
５「提案様式集」の様式の２種類です。未
成年の方の場合は書式４「同意書」もあわ
せて提出してください。
　書式５「提案様式集」の様式に関しまし
ては，モニュメント部門へ提案いただく場
合は，提案様式Ｍ１（Ａ３判１頁）のみで
も結構ですが，提案様式Ｍ１の補足として
提案様式Ｍ２をＡ３判上限９頁まで記述い
ただけます。

8 提案様
式

6 添付資料 　添付資料について，「A３判用紙９頁を
上限」とは，Ａ３判用紙９枚以内と理解し
てよろしいでしょうか。

　添付資料の様式である提案様式Ｓ２また
はＭ２は，紙面規格Ａ３判とし，片面使用
９枚以内としてください。

応募要項等に関する質疑応答

資料１－２
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No 資料名 頁 項目 質問 回答

応募要項等に関する質疑応答

9 提案様
式

6 添付資料 　ホームページのダウンロード用の様式は
Ａ３判の紙面の内側に黒枠が設定されてい
ますが，この枠の大きさは指定でしょう
か。

　多少枠を広げていただいても構いませ
ん。
　ただし，審査の際，提出いただいた資料
を複写して「復興祈念公園施設検討委員
会」の資料として配布することを想定して
おり，複写する機材の関係で，Ａ３紙面
いっぱいまで提案を記載いただくと，提案
内容が一部複写されない可能性がありま
す。ダウンロード用の様式の枠の大きさの
内に記載いただくことをお勧めします。

10 応募要
項

5 3-(3) 　復興祈念公園の管理主体は気仙沼市なの
でしょうか。

　気仙沼市が管理主体となる予定です。

11 応募要
項

5 3-(3) 　復興祈念公園の年間管理費の予定金額は
どのくらいですか。

　施設整備内容によって，管理費が変動す
ることから，当該アイデアコンペを踏まえ
た基本設計業務で管理費を試算する予定で
あり，現時点では金額提示することができ
ません。

12 応募要
項

5 3-(3) 　復興祈念公園の年間管理費の予定金額の
予算内容はどのように想定していますか。

　管理内容は大別すると，「1.監視として
①園地巡回，②施設点検」，「2.施設維持
として①清掃・除草，②植物維持，③施設
維持補修」を想定しております。

13 応募要
項

5 3-(3)-②
費用

　費用の寄付について，2,500万～5,000万
円と記載されていますが，この予算は何時
頃決定するのでしょうか。
（質問の意図：予算の幅が広いため，
2,500万～5,000万の間で任意で設定した上
で提案して良いか知りたい）

　予算の確定時期は未定です。
　お見込のとおり，予算については，
2,500万～5,000万の間で任意で設定した上
で提案いただいて構いません。

14 応募要
項

5 3-(3)-③ 　陣山における文化財保護法及び急傾斜地
の崩壊による災害の防止に関する法律の規
制について，どのような内容が当てはまる
のか具体的に教えて頂けないでしょうか。
（質問の意図：条件に沿う提案を行うた
め）

　「文化財保護法」につきましては，地形
改変（切土及び盛土）とともに，施設基礎
等の掘削（根切）行為が規制対象となりま
す。よって，モニュメント等の公園施設の
基礎工事において，掘削が伴う場合には，
本法の所管部署の協議及び立会いが生じま
すが，施設設置が禁じられるものではござ
いません。なお，本公園においては，本法
の事前協議が完了しており，基盤造成計画
を踏まえた埋蔵文化財の確認調査及び本調
査を来年度に実施する予定です。
　「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
わる法律」につきましては，主に盛土によ
る地形改変の行為が規制対象となります。
本公園計画においては，中央部の駐車場エ
リアの南側及び公園区域の東側崖部などが
本法の指定を受けておりますので，より具
体的な公園計画と規制範囲の位置関係を確
認した場合には，別途ご質問下さい。

15 応募要
項

9 9 　審査員は「復興祈念公園施設検討委員
会」の委員とありますが。審査員をご提示
ください。

　復興祈念公園施設検討委員会の第1回及
び第2回の資料をホームページ上で公表し
ております。そちらを御参照ください。
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応募要項等に関する質疑応答

16 応募要
項

9 9 　審査時に「復興祈念公園施設検討委員
会」の委員以外の有識者の助言はないもの
と捉えてよいのですか。

　お見込のとおりです。

17 応募要
項

7 4 　整備予定地について動画資料等を提供し
てほしい。

　復興祈念公園アイデアコンペのページに
風景動画資料を追加しましたので御参照く
ださい。

18 応募要
項

7 4 　整備予定地の周辺が分かる地図資料等を
提供してほしい。

　復興祈念公園アイデアコンペのページに
周辺地図資料を追加しましたので御参照く
ださい。

19 別添資
料１

－ － 　資料内の園路について，W=2.0ｍとあり
ますが，施工時に工事車両が入れる幅は確
保されるのでしょうか。
（質問の意図：W=2.0ｍの幅を通れる車両
のみで運搬しなければいけないのかを知り
たい。）

　工事車両の通行については，園路の他，
使用する重機を踏まえ工事用の仮設道路を
設置することを想定しております。なお，
No14の回答に記載のとおり，埋蔵文化財包
蔵地（文化財保護法）を有することから，
工事用道路の設置に際しては，公園計画や
仮設計画を踏まえ，実施設計時に所管部署
の協議を実施する予定です。

20 別添資
料２

1 １．総合
部門及び
モニュメ
ント部門
で提案を
求めるも
の

　“文化財を保護する観点から，切土に
よって大きく掘削する提案は不可”と記載
がありますが，モニュメント設置場所の最
大限可能な掘削深さを教えてください。
（掘削深さによって基礎形状が変わってく
るため）

　No14の回答に記載のとおり，現時点は埋
蔵文化財の確認調査及び本調査が未実施で
あり，行為可能な掘削深については，定量
的に回答することができません。埋蔵文化
財等の当該公園用地の特性を踏まえ，基礎
形状についてもご提案を頂ければ幸いで
す。なお，基礎形状を含め実施設計内容に
ついては，埋蔵文化財本調査結果を踏ま
え，別途文化財部局と協議を実施する予定
です。

21 別添資
料２

1 １．総合
部門及び
モニュメ
ント部門
で提案を
知めるも
の

　⑧夜間照明の提案も可と記載があります
が，照明の電気工事は施工範囲に含まれる
のでしょうか。
（質問の意図：予算に含める必要があるか
知りたい）

　電気設備工事についても，施工範囲に含
まれます。なお，照明設備における電源方
式（商用orソーラー）については，未定で
あり，基本設計業務で決定する予定です。

22 応募要
項

5 3-(3)-② 　提案させて頂くにあたって費用の目安が
必要だと思っております。初期整備費用
（モニュメント等）2,500～5,000万となっ
ておりますが，含まれるものとしては，モ
ニュメント・銘板・震災の記憶を伝えるも
のの3点と考えてよろしいでしょうか？

　応募要項５～６頁に記載している「＜基
本設計案に含まれるもの（＝復興交付金を
整備財源として想定しているもの）＞」の
範囲を越えて新たに追加提案いただくもの
については，寄付で募る初期整備費用（モ
ニュメント等）を充てるものとお考えくだ
さい。

23 応募要
項

8 6 　「選定されたアイデアの一部は」に該当
された場合，他社（又は個人様）の提案の
一部に取り入れられるという考え方でよろ
しいでしょうか？

　本アイデアコンぺの審査を経て，公園に
取り入れることがふさわしいとされたアイ
デアを，市が実施する基本設計へ反映する
ことになります。

24 ＨＰの
質問回
答集

－ No6 　「このアイデアコンペは行政が実施する
コンペであり～」とご回答頂いております
が，仮にモニュメントが優秀賞に選ばれた
際に，施工発注時にその選ばれたデザイン
で他社が製作を請け負うことはありえるの
ですか？

　お見込のとおりです。
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