
清水公園修正基本設計等業務 

仕様書 

 
1. 業務名称 

清水公園修正基本設計等業務 

 

2. 業務の内容 

女川町清水公園の修正基本設計業務及び、公園内に整備を計画している屋外運動施設の整備計画、基

本設計業務を行う。 

 

3. 履行期間 

契約日の翌日から平成 30年 12月 10日まで 

  

4. 計画対象施設 

1)施設名称  清水公園運動施設（以下、「計画対象運動施設」という。） 
2)敷地の場所 宮城県牡鹿郡女川町清水 
3)施設用途(詳細は、整備基本計画の検討結果による) 

  屋外運動施設(メイングラウンド及びサブグラウンド) 
  屋外運動施設の付帯施設(約 600 人収容の観客用スタンド及び管理棟、芝生観客席等) 

利用者駐車場(普通車 200 台程度、大型バス 5 台程度) 
 

5. 計画与条件 

1)敷地面積  約 26,000 ㎡ 
2)用途地域及び地区の指定 

     用途地域     準工業地域(女川町都市計画総括図を参照のこと) 
        建ぺい率、容積率 60％、200％ 
        防火地域     指定なし 
        その他地域地区  建築基準法第 22 条地域 
          土地区画整理事業区域 
3)計画対象運動施設の面積(詳細は、整備基本計画の検討結果による) 
       スタンド及び管理棟 約 1,400 ㎡(延床面積) 
4)計画対象公園の主な施設の面積(詳細は、整備基本計画の検討結果による) 

  芝生グラウンド      約 17,000 ㎡(メイングラウンド及びサブグラウンド) 
       芝生観客席      約 1,800 ㎡ 
       利用者用駐車場   約 6,000 ㎡ 

 

6. 検討の内容 

6.1 清水公園運動施設整備基本計画業務 

計画対象運動施設の整備基本計画の策定のために、必要となる以下の検討を行う。 
(1) 清水公園運動施設整備計画を取り巻く背景の整理 

 1)清水公園運動施設の整備方針の整理 



女川町の被災から清水公園運動施設整備に至る背景、計画対象となる運動施設の役割、本計画の

目的、本計画を進める上での基本方針を整理する。 
 2)類似事例の整理 
  計画を策定する上で参考となりうる類似案件を調査する。 
 3)関係者ヒアリング 
  計画対象運動施設の条件整理に必要な関係者ヒアリングを実施し、内容を整理する。 
 4)関連計画等の整理 
  本計画を進める上で考慮すべき計画等を整理する。 
 

(2) 与条件の整理 
 1)敷地条件の整理 

基盤整備工事の概要など敷地に関する条件を整理する。人(観客・選手・スタッフ・メディア等)
や自動車のアクセスについて、周辺の交通状況を踏まえ、関連基盤施設の必要性を整理する。 

 2)関係者の与件整理 
町役場、体育関係団体、サッカークラブ、施設管理者など関係者にヒアリングを行い、与件を整

理する。 
 3)関連法規・規定の整理 

建築基準法、各種運動競技の施設に求められる機能の規程、宮城県の規定など、計画対象運動施

設を設計するにあたり留意すべき法規や規定を整理する。  
 4)財源の整理 

計画対象運動施設の整備に活用できる財源とその適用条件について整理する。 
 

(3) 施設計画の検討 
施設整備の考え方と施設の機能や規模を検討し、施設計画図としてとりまとめる。 

 1)施設概要 
規模や座席数など、施設の概要を整理する。 

 2)配置計画 
清水公園内における配置計画を整理する。 

 3)スタンド計画 
メイン、両サイド、バック、それぞれのスタンドにおける観客席レイアウトや断面計画などを整

理する。 
 4)諸室計画 

メインスタンド下部に設ける管理棟の更衣室やトイレなど、必要な諸室計画について整理する。 
 5)動線計画 

日常利用、大規模イベント、災害発生時の避難等の場合に応じた動線計画を整理する。 
 6)グラウンド・芝計画 

運動競技の規定や地域性に基づいたグラウンドの要件や芝の種類等について整理する。 
 7)外構計画 

計画対象運動施設に付属する駐車場等の外構計画について整理する。 
 8)段階的整備計画 

段階的に施設を拡張することを想定し、当初計画から将来計画までの段階的な整備計画を整理す



る。 
 

(4) 事業計画の検討 
 1)事業スケジュール 

計画対象運動施設の整備スケジュールを整理する。計画対象運動施設の財源確保、予算措置、設

計、施工、業務発注等に加え、清水公園整備の段階的整備スケジュール（将来計画を含む）を記載

し、関連項目を整理する。 
 2)概算事業費 

清水公園運動施設の段階的な整備に合わせて各段階で必要な概算事業費（設計費・工事費）を整

理する。 
 3)運動施設運用計画 

計画対象運動施設を含めた女川町総合運動場の屋外運動施設全体の運用計画を検討し、町全体と

して持続可能な運営を行うために、どのように管理していくかを整理する。 
 

(5) 基本計画書のとりまとめ 
上記の検討内容を清水公園運動施設基本計画書としてとりまとめる。 

 
6.2 清水公園運動施設基本設計業務 

計画対象運動施設の基本設計に、必要となる以下の検討を行う。 
特記仕様書に記載されていない事項は，「宮城県建築設計業務委託共通仕様書（平成 24 年４月版）」

を準用する。  
基本設計の一般業務の内容は、平成 29 年国土交通省告示第 15 号別添-第 1 項第 1 号に掲げる業

務とする。 
(1) 基本設計図書の作成 

整備基本計画に基づき、発注者と協議の上、基本設計図書を作成する。 
整備基本計画の検討内容に応じて、計画対象運動施設の規模・機能・用途等の変更があった場合

には、受注者と発注者の協議の上で設計変更の対象とする。 
 

(2) 概算工事費の検討 
計画対象運動施設の建設工事に必要な費用を概算し、工事概算書を作成する。 

 
(3) 設計内容の説明等に用いる資料の作成 

基本設計の追加業務として、計画対象運動施設の設計内容の説明等に用いる資料等（設計説明書、

設計概要書、各種技術資料を含む。）を作成する。 
 

6.3 清水公園修正基本設計業務 

計画対象公園施設の修正基本設計に、必要となる以下の検討を行う。 
(1) 与条件の細部検討 

 1)与条件や基本計画の把握と整理 
 2)各種設計条件の整理と確認 
 3)各種設計基準の抽出と適用の確認 



4)現地詳細調査（敷地境界、現存物の状況、供給処理設備など） 
 

(2) 諸施設の検討および設定 
1)基本計画内容の整合性確認 

 2)敷地・施設容量からみた利用者数の検討と設定 
 3)空間構成・景観・意匠等に関する基本方針の検討と設定 

4)造成基本方針の検討と設定 
5)植栽基本方針の検討と設定 

 6)供給処理設備基本方針の検討と設定 
7)整備水準・目標工事費の検討と設定 
8)維持管理基本方針の検討と設定 

 
(3) 基本設計図の作成 
1)実施平面図に基づいた基本設計平面図の作成 

 2)造成計画平面図の作成 
 3)施設計画平面図の作成 

4)植栽計画平面図の作成 
5)供給処理設備計画平面図の作成 

 6)主要断面図の作成 
7)主要施設の構造イメージ図の作成 

 
(4) 概算工事費の算出 

上記検討に基づき、概算工事費を算出する。 
 

(5) 基本設計説明書の作成 
上記検討資料をとりまとめ、報告書を作成する。 

 
(6) 照査 
1)基礎情報や敷地情報の把握と設計計画の適正照査 
2)設計方法や設計手法の妥当性の照査 
3)成果品の内容の適正照査 

 
7. 打合せ 

業務の実施において以下の打合せを行うものとし、必要に応じて適宜打合せを行うものとする。なお、

業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が出席するものとする。 

・業務着手時 

・中間打合せ（6回） 

・成果品納入時 

 
 
 



8. 成果品 

8.1 清水公園運動施設整備基本計画業務 

整備基本計画業務の成果品は、A4 ドッチファイル 1 部(両側開閉式)、電子ファイル一式を保存した

電子媒体としてとりまとめる。 
 

(1) 業務計画書 
次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成する。 
◎ 業務概要 
◎ 業務工程表 
◎ 業務実施体制 
◎ 緊急連絡体制 
◎ その他発注者が必要と認めた事項 
 

(2) 整備基本計画書 
次に掲げる事項を記載した業務計画書を作成する。 
◎ 清水公園運動施設整備計画を取り巻く背景 
◎ 与条件 
◎ 施設計画 
◎ 事業計画 
◎ 参考資料 
 

(3) 整備基本計画資料 
◎ 各記録書 
◎ 各種技術資料 
◎ 報告書 
 

8.2 清水公園運動施設基本設計業務 

運動施設基本設計業務の成果品は、原図各 1 部（A1 版とし、原図ケースに入れる）、複製版各 1 部(A3
二つ折製本)、電子ファイル一式を保存した電子媒体としてとりまとめる。 

(1) 建築（意匠）  
◎ 仕様概要書 
◎ 基本設計図 （仕上表、面積表及び求積図、敷地案内図、配置図、各階平面図、断面図、各面立

面図、主要部矩計図）  
◎ 計画説明書  
◎ 工事費概算書  
◎ 透視図  
◎ 各種技術資料  
 

(2) 建築（構造）  
◎ 基本構造計画案  
◎ 構造計画概要書  



◎ 仕様概要書  
◎ 工事費概算書  
◎ 各種技術資料  
 

(3) 電気設備  
◎ 電気設備計画概要書  
◎ 仕様概要書  
◎ 工事費概算書  
◎ 各種技術資料  
 

(4) 機械設備  
◎ 空気調和設備計画概要書  
◎ 給排水衛生設備計画概要書  
◎ 仕様概要書  
◎ 工事費概算書  
◎ 各種技術資料  
 

(5) 昇降機等  
◎ 昇降機等計画概要書  
◎ 仕様概要書  
◎ 工事費概算書  
◎ 各種技術資料  
 

(6) 基本設計資料 
◎ 各記録書 
◎ 各種技術資料 
◎ 報告書 
 
(注)  
建築（構造）並びに電気及び機械設備の成果図書は，建築（意匠）基本設計の成果図書の中に含

めることもできる。  
成果品リストにないものであっても、受注者と発注者の協議により必要と認められるものは加え

る。 
成果品リストのうち、協議の結果、不要と認められるものは除く。 

 
8.3 清水公園修正基本設計業務 

公園修正基本設計業務の成果品は、図面及び報告書を A4 ドッチファイル 1 部(両側開閉式)、電子フ

ァイル一式を保存した電子媒体としてとりまとめる。 
 

(1) 基本設計図 
◎ 基本設計平面図 



◎ 造成計画平面図 
◎ 施設計画平面図 
◎ 植栽計画平面図 
◎ 供給処理設備計画平面図 
◎ 主要断面図 
◎ 主要施設の構造イメージ図 
 

(2) 基本設計説明書 
◎ 報告書 

 


