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１ 背景・目的

愛知県美浜町総合公園は、野球場・テニスコート・総合体育館等を備えた公園として、平成４

年度に供用開始したが、同町におけるスポーツ・レクリエーションの拠点として多様化する町民

のニーズに応え、来町者向けの交流拠点とするため、平成 28 年度都市計画変更し、南側に区域を

拡張整備することが決定している。美浜町により公園基本設計まで完了しており、平成 30 年度に

工事着手予定であり、本業務で実施設計を行うものである。

また、同町運動公園は、名鉄知多奥田駅前に新設される公園として平成 28 年度に都市計画決定

し、別途基本設計を履行中であるが、平成 30 年度に基盤造成を行う必要があり、本業務で造成実

施設計を先行して行うものである。

上記２公園は、総合公園拡張による建設発生土（約９万 m3）を用いて運動公園の基盤造成をお

こなう関連性があり、本業務で必要な設計・工事発注図書等の作成を行う。

２ 概要

（１）件 名 美浜町総合公園実施設計その他業務

（２）工 期 契約締結日の翌日から平成３０年３月９日まで

（３）対象地 別添図参照

（ア）愛知県美浜町大字北方字吉田流他（美浜町総合公園）

（イ）愛知県美浜町大字奥田字奥田前他（美浜町運動公園）

（４）内 容 （ア）総合公園 実施設計 A=5.6ha
          ・基本設計に基づき実施設計を行う。

・調整池実施設計（１か所）、愛知用水付替え実施設計（１路線予定）を含

む。

・積算を含む。

        （イ）運動公園 造成実施設計 A=8.3ha
          ・別途履行中の運動公園基本設計に基づき造成の実施設計を行う。

          ・積算を含む。

（ウ）平成３０年度工事発注図書作成 一式

・（ア）の成果の一部及び（イ）を編集し、H30 年度工事の発注図書を編

集する。（両公園の主に造成工事）

         

３ 業務内容（一般事項）

（１）上位計画の確認

・別添「造園設計業務等共通仕様書（案）H23.6 UR 都市機構」（以下、「共通仕様書」とい

う。）（第３節 公園緑地実施設計）２．２．８－１により実施すること。

（２）現況の確認

・共通仕様書２．２．８－２により実施すること。

（３）設計条件の確認・整理
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  ・共通仕様書２．２．８－３により実施すること。

（４）実施設計の検討

・共通仕様書２．２．８－４により実施すること。

（５）実施設計図の作成

・共通仕様書２．２．８－５により実施すること。

（６）数量計算

・共通仕様書２．２．８－６により実施すること。

（７）構造計算

・共通仕様書２．２．８－７により実施すること。

（８）実施設計説明書

・共通仕様書２．２．８－８により実施すること。

（９）積算

・共通仕様書２．２．８－９により実施すること。なお、積算基準は愛知県（「積算基準及び

歩掛表（愛知県建設部）」による。

３－２ 業務内容（特記事項）

（１）既往調査・基準等

・総合公園

「美浜町交流拠点予定地現地測量業務（美浜町総合公園」（H26.3 美浜町）

「平成 26 年度美浜町交流拠点基本設計業務」（H27.3 美浜町）（調整池予備設計含む）

「平成 27 年度美浜町交流拠点基本設計修正業務委託」（H28.3 美浜町）

「地質調査業務」（予定 H29.8 月～H29.10 月 UR 都市機構）

  ・運動公園

「美浜町運動公園基本設計その他業務」（履行中 H29.6 月～H30.3 月 UR 都市機構）

「美浜町運動公園現況測量業務」（予定 H29.6 月～H29.9 月 UR 都市機構）

「美浜町運動公園他地質調査業務」（予定 H29.8 月～H29.10 月 UR 都市機構）

  ・標準図集等 （◎は貸与する）

    造園施設標準設計図集（H24 UR 都市機構）

土木工事標準設計図集（H24  UR 都市機構）

植栽基盤整備ハンドブック（H18 UR 都市機構）◎

造園設計図面の作成の手引き（街区公園編）（案）（H25 UR 都市機構）◎

    造園設計業務照査の手引き（案）（H23 UR 都市機構）◎

標準仕様書（土木工事標準仕様書）（H29.4 愛知県建設部）※１

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（H28 UR 都市機構）※２

※１、２で重複する内容は愛知県を上位とする。
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（２）撤去設計

（総合公園）

  ・樹木の伐採数量について、現地踏査（概略調査）により数量を計上すること。

（３）造成設計

（総合公園：切土工事）

・西側の新設野球場（基本設計では軟式サイズ）は、硬式サイズに変更予定であり、

造成見直しが必要な場合は本業務で対応すること。

・切土土量は、別途発注予定の地質調査の成果に基づき、盛土材として使用可能な数量を精

査すること。

（運動公園：盛土工事）

・現況水田の盛土であり、別途発注予定の地質調査の成果、及び基本設計の方針に基づき、

以下の検討を実施し、造成実施設計を行うこと。

①現地踏査、設計計画（諸元の整理、工法等の検討）

②図面作成・計算（整地平面・縦断、土量計算図、防災図、踏込み沈下図、残留沈下計

算（概略計算）、工事数量計算、報告書等）

（４）給水・雨水排水・汚水排水・電気設備設計

（総合公園）

・愛知用水（支線）のうち、造成工事により分断される路線（十二谷分線を予定）の付替え

設計を行う。また、総合公園の整備に必要な排水路等の付替え設計を行う。

・今年度中に愛知用水管理者から工事の許可を得る計画なので、協議に必要な資料を必要部

数作成すること。また、協議に同行すること。

（５）園地施設設計

（総合公園）

・（再掲）野球場について、西側の新設野球場（基本設計では軟式サイズ）は、硬式サイズ

に変更予定であり、園路位置等の見直しが必要な場合は本業務で対応すること。

・更衣室棟（建築設計）は、既往の基本設計成果（諸室規模、設備容量等）の検証までとす

る。

・バリアフリー基準は、愛知県基準とする。
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（６）その他

（総合公園）

・本計画地は砂防指定地で開発には許可が必要である。平成 29 年度中に許可を得るため、

申請に必要な資料を必要部数作成すること。また、許可申請協議に同行すること。

・H30 年度工事の対象は、造成・愛知用水付替え・伐採・仮設防災・調整池築造を予定。

・本業務は計画平面図－１の実施設計とする。将来基本設計平面図－２を合理的に施工

できるよう、本業務で基本設計の見直しを行う。

（運動公園）

  ・本計画地の開発には流出抑制対策が必要である。平成 29 年度中に許可申請するため、

必要な資料を必要部数作成すること。また、許可申請協議に同行すること。

・H30 年度工事の対象は、造成・仮設防災（沈砂池等）を予定。
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４ 成果品

【総合公園 実施設計】※１

設計項目 成果品項目（予定） 縮尺 仕様※４ 町 UR

実施設計

説明書

①工種別設計説明書（根拠計算、構造

計算、引用文献等含む）

②設備容量計算書（給排水電気）

③色彩計画書

④バリアフリー計画書

⑤関係機関との協議資料

⑥その他参考資料（写真等）

・A4 ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ製

本

・データ CD（PDF

及びﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

１ １

工事費

算定資料

①数量計算書

②材料計算書（根拠図含む）

③数量根拠図

④単価根拠資料（見積書、見積比較表、

刊行物比較一覧表

実 施 設 計

図

①位置図

②特記仕様書

③全体計画図・工事範囲図

④数量総括表

⑤現況平面図

⑥樹木伐採平面図

⑦施設撤去・移設・保存平面図

⑧造成平面図（点高法又は平均断面法）

⑨造成断面図（点高法の場合も主要断

面を示す）

⑩植栽基盤平面図

⑪地割寸法図（基準点及び仕上高さを

示す）

⑫施設平面図・主要部詳細平面図（園

路広場整備、修景施設整備、遊戯施

設整備、管理施設整備等）

⑬園路縦断図

⑭給水平面図（給水本管が判別可能と

する）

⑮排水平面図・縦断図（雨水、汚水本

管が判別可能とする）

平 面 図

1：500

詳細図

縮尺適宜

A1 製本

A3 製本

データ CD

（ｵｰﾄ CAD 及び

PDF ）

１

３

１

１

３

１
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⑯電気平面図（系統図含む）

⑰植栽平面図（移植樹木の移植先を含

む）（高木・低木・地彼等を判別する

必要がある場合は図面を分割する）

⑱各詳細図・構造図

⑲仮設図

⑳総合空間概念図①

照査報告書 ※２ A4 及びデータ 1 1

打合せ記録簿 ※３ A4 及びデータ 1 1

その他特記仕様書に定める提出物 A4 ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ 1 1

※１：総合公園 H30 年度工事発注図書、及び運動公園造成発注図書の詳細は別途協議とする。

※２：別添様式①．②．③（基本条件、細部条件、完了品）を参考とし、本業務の検討項目に

置き換えて実施すること。

※３：別添 提出書類様式集による。

※４：成果リスト及び仕様の詳細については、発注者と確認すること。

５ 一般事項

（１）受注者は、共通仕様書及び本特記仕様書に基づき、機構の調査職員（以下「調査職員」

という。）の指示に従い、遺漏なく業務を完了すること。

（２）業務の進め方及び成果品は、共通仕様書第２編第２章第３節「公園緑地等実施設計」に

よるものとし、本特記仕様書と相違ある場合は本特記仕様書を上位とする。なお、疑義が

ある場合は発注者に確認すること。

（３）共通仕様書内の「請負者」は、「受注者」と読み替えること。また、共通仕様書及び本特

記仕様書に明記なき事項で、設計上必要と思われる業務は、受注者の責任において実施す

ること。

（４）本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には業務完了後、業務成績評定点を通知

する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する

ことがある。

（５）本業務は、機構と美浜町との間で締結した「美浜町総合公園の整備事業に関する平成２

９年度委託協定」及び「美浜町運動公園の整備事業に関する平成２９年度委託協定」に基

づくものである。本業務の契約書（土木設計業務等請負契約書（以下、「請負契約書」とい

う。））に規定する、発注者に生じる以下の権利は美浜町に帰属する。

ア）瑕疵の修補又は損害賠償の請求に関する権利（42 条）

イ）発注者が有する著作権（7 条）

ただし、著作物を公表、利用及び複製する権利については、機構も発注者としての地位

を保持するものとする。なお、機構は、美浜町からの要請を受け、瑕疵の対応に対する支
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援を行うことができる。

（６）成果物の引渡しにあたり、請負契約書第 42 条に規定する瑕疵担保及び 7 条に規定する

著作権に関し、美浜町、機構及び受注者の３者で、別紙「瑕疵及び著作権に関する覚書」

を締結する。また、受注者は瑕疵処理担当者を定め、別紙「瑕疵処理担当者の通知」によ

り美浜町及び機構に通知しなければならない。

（７）一般財団法人日本建設情報総合センターが設置している調査設計業務実施情報サービス

（テクリス）へ業務に関するデータを登録すること。なお、登録内容については、機構職

員と協議すること。

（８）低価格による受注に関する調査について

  （ア） 落札価格が予定価格の１０分の７を乗じて得た額を下回ったときは、落札価格、業

務履行体制及び業務履行状況に関する調査を実施するので協力されたい。

（イ） 調査においては、以下の調査資料の提出を求める。

① 当該価格で入札した理由（様式－２）

② 入札金額の積算内訳（様式－３）

③ 業務実施体制（様式－４）

④ 手持ち業務の状況（様式－５）

⑤ 配置技術者名簿（様式－６）

⑥ 過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者（様式－７）

（ウ） 調査資料は、機構が通知を行った日の翌日から起算して７日以内（土日祝日を含む）

に提出してください。

なお、提出期限後の資料の差し替え及び再提出は出来ないのでご注意ください。

（エ） 資料の内容に関しては、入札の責任者（代表者、又はその権限代行者）及び管理技術

者等から事情聴取を行います。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って

連絡します。

（オ） 調査において、入札者が履行可能な理由として説明した事項は、確認事項として打合

せ記録簿で提出することとし、業務履行状況の調査時にその内容を確認する。

（カ）調査対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかと

なった場合又は業務履行状況の調査の結果と入札時の調査の内容とが著しく乖離した

場合（合理的な理由が確認できる場合を除く）は、業務成績評定点に厳格に反映するも

のとします。

また、調査資料の提出がなかった場合についても、業務成績評定点に厳格に反映する

こととなりますのでご承知おきください。

（９）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

① 本業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」と

いう。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに
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その内容を記載した文書により発注者に報告すること。

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、発注者と協議を行うこと。

６ その他

（１）技術者

  照査技術者は、次の①若しくは②とする。

① 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学卒業者、若しくは高等専門学校卒

業者にあっては、建設コンサルタント等業務について２０年以上（大学院修了の場合、

就学年数を実務経験とみなす。）の実務経験を有する者。

② 学校教育法による短期大学卒業者、若しくは高等学校卒業者にあっては、建設コン

サルタント等業務について３０年以上の実務経験を有する者。

（２）提出書類等

以下について、共通仕様書第１章総則１．１．９～１．１．３１及び別添：提出書類様

式集による。

打合せ簿、業務計画書、資料等の貸与及び返却、関係官庁への手続き等、地元関係者と

の交渉等、土地への立入り等、成果の提出、関係法令及び条例の遵守、検査、修補、条件

変更、契約変更、履行期間の変更、一時中止、発注者の賠償責任、受注者の賠償責任、部

分使用、再委託、成果品の使用等、守秘義務、安全等の確保、屋外で作業を行う時期及び

時間の変更

（３）設計業務一般事項

使用する技術基準、現地踏査、設計業務等の種類、設計業務の内容、設計業務の条件、

設計業務の成果については、共通仕様書第２章１．２．１～１．２．１２及び「別添 使

用する技術基準等」による。

以 上



総合公園

日本福祉大学

位置図

広域図

運動公園

１km

運土ルート

（予定）



別添：現況図（総合公園）

既開設区域

美浜町提供図面

今回設計区域



別添：計画平面図－１



別添：基本設計平面図－２



公園区域

別添：愛知用水現況図



美浜町提供図面

別添：現況図（運動公園）

公園区域（河川を除く）










































































































































































































