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1 特記事項 

(1) 本業務は、本特記仕様書（以下、仕様書）によるほか、造園設計業務等共通仕様書（平

成 30年６月）（第２編第３章第１節公園等基本計画」による）、及び造園設計業務照査

の手引き(案)によるものとする。 

(2) 受注者は、契約締結後 15日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出する。 

(3) 業務計画書は、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、成果品の

内容・部数、使用する主な図書及び基準、緊急時を含む連絡体制、特記事項を記載し、

承認を得る。 

(4) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、その理由を明確にし、その都度調査職

員に変更業務計画書を提出し、承認を得なければならない。 

(5) 受注者は、調査職員から指摘された場合には、更に詳細な業務計画書に係る資料を提出

しなければならない。 

(6) 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、業務成績評定店を通

知する。なお、付与した業務成績評定点は、将来、業務発生時に価格以外の評価項目と

して使用することがある。 

(7) 本業務において必要となる業務量の目安は別紙 1に示す。 

 

2 業務概要 

(1) 業務名称 品川駅北周辺地区街区公園基本計画策定業務 

(2) 設計期間 契約締結日の翌日～令和３年３月 12日 

(3) 計画地  港区港南２丁目他 

(4) 業務内容 街区公園基本計画の策定 

(5) 敷地概要 公園（街区） 計  4,634㎡ 

        街区公園１号 2,000㎡ 

        街区公園２号 1,819㎡ 

        街区公園３号  815㎡ 

     ※各街区公園は東京都港区に移管予定 

     用途地域：商業地域、 防火地域（街区公園 1号） 

          準工業地域、防火地域（街区公園２号及び３号）  

(6) 設計対象範囲 別添図１による 

 

３ 履行手順 

(1) 本業務遂行に先立ち、造園設計照査の手引き(案)の基本条件の照査項目一覧表(造園基

本設計)(照査① 照査③)に記載された内容の確認を行う。 

(2) 上記内容を把握、整理した後、本業務を検討する。 

(3) 敷地及び周辺の自然条件、人文条件、地歴等について、現地調査及び資料収集等を実施

し、概要を把握する。 

(4) 上位計画及び周辺関連事業の分析並びに品川駅周辺地区区画整理事業における基盤整

備計画の確認を行い、公園の整備方針の検討を行う。 

(5) 公園の整備方針に従い、必要な植栽、各種施設の検討及びその配置検討を行い、概算工
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事費を算出する。 

(6) 打合せ 

本業務に関する打合せは、下記の区切りにおいて行うものとする。 

なお、業務着手時と業務完了時には管理技術者も同席するものとし、打合せ記録は受注

者が速やかに作成し、相互に確認するものとする。 

① 業務着手時（業務計画書提出時） 

② 中間時（２回程度） 

③ 業務完了時 

(7) 管理者協議への同行 

円滑に業務を遂行するため、当該業務に係る以下の協議に同行するものとする。 

   ・公園管理者との協議（３回を想定） 

   ・関連事業を実施する事業者との協議（３回を想定） 

４ 履行内容 

本設計業務は、質の高い住居、商業、及び業務の集積地区として高度に開発、利用され

る品川駅北周辺地区において、その文化、周辺環境などの立地的特性、法的条件等の与条

件を整理し、技術面及び意匠、経済面の見地から、地区全体としての街区公園の在り方を

もとに、基本設計に向け、以下の項目についてまとめた街区公園整備の基本計画の策定を

行う。なお、各項目については造園照査の手引き（案）の基本設計の項目に準じ照査を行

うものとする。 

 

（１）計画条件の整理 

  対象地およびその周辺に関連する計画等を整理し分析する。 

①上位計画・関連計画の整理 

・港区の各上位計画 

・周辺開発計画 

・地区周辺の公園および緑地の位置並びに機能確認 

・関係法令（公園関係、緑化、港湾等） 

②周辺の概況の整理 

     ・自然的条件（知性、気象、植生、生態的環境等） 

・社会的条件（人口、産業、歴史・文化等） 

③計画地の現況の整理 

     ・ 周辺の既存インフラ及び道路等の状況（道路・交通、供給処理施設、関連施設

等） 

・ 敷地現況（傾斜度、地形、土質、水系、植生、埋蔵文化財等） 

     ・ 土地区画整理事業地区内により新設するインフラ等の計画の確認（道路・供給 

処理施設等） 

④計画地の課題と方向性 

・上記調査からの課題抽出及びそれに基づく整備の方向性 

（２）街区公園の整備方針の検討 

  上記調査に基づき全体の整備方針についてまとめる 
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①周辺地域の緑環境及びその計画を踏まえた区画整理事業地区内における緑のあり方

および公園全体計画の検討（緑及び生物のネットワーク、グリーンインフラ、ネッ

トワーク等広域な視点から見た街区公園のあり方等） 

②隣接する各事業と各街区公園との連携（意匠、一体的利用、管理等）のあり方の検

討 

（ＪＲ東日本によるビル開発事業（街区公園１号）及び港区によるカナルサイド高

浜の整備（街区公園２号、街区公園３号）） 

（３）各街区公園別の整備方針の策定 

   定めた方針等に基づき次の通り実施する。 

① ゾーニング及び動線の設定 

      ② 造成基本方針の策定 

③ 植栽基本方針の策定 

④ 導入施設・意匠の基本方針の策定（街区公園へのトイレの設置及び運河の水質改

善に資する施設等の検討を含む） 

（４）各種基本計画図の作成 

各種計画平面図作成（全体計画平面図、造成、施設、植栽、給水、照明、各排水） 

（５）概算工事費の算出 

（６）行政協議及び各関係機関資料作成 

   ①港区との管理者協議のための資料作成 

②区議会用説明資料作成 

   ③連携を図る隣接事業者との協議用資料 

（７）住民説明資料の作成（街区公園１号） 

   ①土地区画整理事業区域周辺居住者への説明のための資料 

 

５ 提出図書 

（１） 提出する基本設計図書一覧 （部数は適宜） 

 

設計図書の種類（成果品） サイズ・縮尺 備考 

基本計画説明書 適宜 調査結果・方針等 

報告書 A4～A3 バインダー製本、協議書含む 

基本計画平面図 1/200～1/500 各計画平図面を統合したもの（各

街区公園） 

現況図 1/200～1/500 各街区公園 

造成計画平面図 1/200～1/500 各街区公園 

施設計画平面図 1/200～1/500 各街区公園（電気、水道含む） 

植栽計画平面図 1/200～1/500 各街区公園 

雨水・汚水排水設備計画平面図 1/200～1/500 各街区公園（トイレ含む） 

目標工事費算定書 A4 コスト縮減検討書含む 

プレゼンテーション用資料 A3 スケッチ、パース 
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各街区公園 1枚程度 

各種協議資料 A4～A3 港区協議資料、関係機関協議資料 

議会説明資料 

住民説明会資料 A3 街区公園１号分 

電子データ ＤＶＤ ＣＡＤデータ含む 

照査報告書 Ａ４  

 

（２） 注記 

① 成果品は CADデータを含むものとする。(データの形式は、設計指示者の指示による。) 

② 図面による成果物は原則 CADデータ、図面以外の成果物については、原則 PDFデータ

とする。 

③ 提出された成果品は本業務以外の用途に使用する場合がある。 

④ 説明書・報告書に添付する図面等の縮尺は上記表によらない。 

 

６ 設計参考図書等 

 当該業務遂行にあたり必要な仕様書・図集等は購入または貸与する。なお、貸与する図

書及び資料は原図引渡しと共に設計指示者に返却する。 

 

１）関係法令                    各種法令ＨＰよりダウンロード 

  ・海岸法 

・都市公園法 

  ・港区立公園条例 

  ・港区緑を守る条例 等  

２）みんなでつくろう！にぎわい公園 2016       港区ＨＰよりダウンロード 

港区にぎわい公園づくり基本方針 

３）港区まちづくりマスタープラン           港区ＨＰよりダウンロード 

４）港区緑と水の総合計画               港区ＨＰよりダウンロード 

５）品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン 2014  東京都ＨＰよりダウンロード 

６）品川駅北周辺地区まちづくりガイドライン          東京都ＨＰよりダウンロード 

７）品川駅周辺地区地区計画               港区ＨＰよりダウンロード 

８）品川駅北周辺地区都市再生特別地区計画       港区ＨＰよりダウンロード 

９）港区土木工事標準構造図集             港区ＨＰよりダウンロード 

10）ＪＲニュースリリース（2018年９月 25日）    ＪＲ東日本ＨＰよりダウンロード 

11）東京都市計画品川駅北周辺地区土地区画整理事業事業計画書  貸与 

12）境界座標等                         貸与 

13) 造園設計業務等共通仕様書                 貸与 

14）造園設計標準設計図集（平成 30年度版）           購入 
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本業務における業務量の目安 

 

本業務における参考業務量（人・日）は以下のとおり。 

なお、業務量（人・日）は全ての職階を合計したものである。 

 

業務内容 業務量 備考 

(１)計画条件の整理 10.5  

(２)街区公園の方針検討及び(３)各街区公

園別の整備方針の策定 
12.5  

(４)各種基本計画図の作成 11.5  

(５)概算工事費の算出 4.5  

(６)行政協議及び各関係機関協議資料作成  

  等 
25.0 協議等への出席含む 

(７)住民説明資料の作成 12.0  

 

別紙１ 
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