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１ 募集要項の位置付け 

  本募集要項は、牧之原市（以下（市）という。）が、牧之原市多目的体育館整備事業（以下、

「本事業」という。）を実施するにあたり、本事業への参加を希望する者を対象に応募の条件を

示すものである。 

  また、本募集要項及び以下の付属資料（以下「募集要項等」という）は一体のものとする。 

 

○付属書類 

 ・要求水準書 

 ・事業者選定基準書 

 ・様式集 
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２ 事業の概要 

（１）事業名称 

   牧之原市多目的体育館整備事業 

 

（２）事業に供される公共施設の種類 

   多目的体育館 

 

（３）公共事業の管理者の名称 

   牧之原市長 杉本 基久雄 

 

（４）事業目的 

   平成29年度に策定した「牧之原市スポーツ推進計画」の中で、スポーツの推進とスポー

ツを通した交流の活性化など、「スポーツで健康なまちづくり」の拠点施設として社会体育施

設の整備し、機能強化を図っていくこととしている。 

市としては、平常時には市民が多目的に利用できる体育施設（体育館）を整備し、地震・

津波や豪雨などの大規模災害発生時などにおいても避難施設として使用することを目的に、

本施設を整備するものである。 

本施設の北側においては、現在（仮称）相良放射線防護施設の建設に向けて事業を進めて

いるところであり、原子力災害時において、PAZ圏内の要配慮者など未だ約250名を安全

に屋内避難させるための施設整備が必要になっている。 

このことから、本施設にエアシェルター型の放射線防護設備を配備することで、原子力災

害による要配慮者などを収容する施設として使用することで、同時に相良地区の防災拠点整

備事業の推進が図られる。 

さらに要配慮者等が一時避難を終えた後、市民の生命、身体の保護に加え、迅速な災害復

旧活動による市民生活の早期復旧を目指し、中部電力が原子力事業所災害対策支援拠点とし

て利用することを予定している。 

 

（５）事業内容 

   新体育館の新築に係る業務（設計、工事、工事監理業務） 

 

①設計 

（ア） 事前調査業務(必要に応じて現況測量、地盤調査等) 

（イ） 基本設計・実施設計業務(外構設計等を含む) 

（ウ） 積算業務 

（エ） 電波障害調査業務 

（オ） 本事業に伴う各種申請等の業務 

（カ） 資料作成支援業務 

（キ） 備品等調達、整備計画 

（ク） その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 
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②工事 

（ア） 建設業務（建築工事一式（付帯設備等含む）、外構工事（駐車場整備含む）） 

（イ） 近隣対応・対策業務(周辺家屋影響調査を含む) 

（ウ） 電波障害対策業務 

（エ） 本事業に伴う各種申請等の業務 

（オ） 資料作成支援業務 

（カ） その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 

③工事監理 

（ア） 工事監理業務(建設工事、外構工事、附帯設備工事等を含む) 

（イ） 本事業に伴う各種申請等の業務 

（ウ） その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務 

 

（６）事業期間 

   本施設の事業スケジュールは、以下のとおり予定している。なお、事業者の提案により、

供用開始日を供用開始期限日よりも早めることは可能であり、市との協議により確定するも

のとする。 

項目 期間 

設計・建設期間 令和３年10月（令和３年9月定例会議決後）～令和6年1月末 

供用開始 令和6年3月～（厳守） 

 

（７）事業方式等 

   本事業は、設計と工事（付帯設備等、外構工事含む）、工事監理を一括で発注する。また、

公募型プロポーザルにより事業者を選定する。 

 

（８）契約の形態 

市は、本施設の設計、工事及び工事監理を一括で請け負わせるために、選定した優先交渉

権者と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。 

 

（９）施設の位置付け 

   本施設は、「地方自治法」（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条に基づく「公の施設」と

して設置する。 

 

（10）根拠法令等 

   本事業を実施するにあたって、事業者は関連する各種法令（施行令及び施行規則を含む）、

条例、規則、要綱等、最新の法令等を参照し、遵守すること。また、各基準・指針等につい

ても本事業の要求水準に照らし、準備すること。 

 

（11）費用負担について 

   プロポーザルに参加するなどで生ずる費用は、全て応募者の負担とする。 
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３ 整備等費用の負担に係る事項等 

本事業において市が負担する費用の上限額は以下のとおりとする。 

   2,500,000千円（消費税及び地方消費税含む。） 

  上記金額は、本事業の内、体育館整備の設計・工事・工事監理に対しての上限額とする. 

また、建設とは本体工事、付帯設備整備、外構工事を含むものとする。 

  ※提案上限額を超える提案とする場合は、失格となる。 

 

４ 整備等費用の支払い条件 

  本事業に係る支払い条件は次のとおりとする。なお、支払を請求する前に事前に市と支払期

日等について協議を行うこと。 

（１）令和3年度は、設計に係る前払金として15,000千円を支払うものとする。 

（２）令和４年度は、実施設計完了時に、15,000 千円を除いた設計額及び工事に係る前払金

（40％以内）を支払うものとする。 

（３）令和5年度は、中間前払金を請求できるものとし、竣工時にそれまでに支払った額の残額

を支払うものとする。 

 

５ 企画提案に求める内容 

（１）建物概要 

  ・本事業の目的や役割、多世代、多目的に利用する場として、安心・安全を実現するユニバー

サルデザイン等に関する考え方 

  ・ランニングコスト、ライフサイクルコストを考慮し、エネルギーの効率的利用、負荷の平

準化、自然エネルギー利用の配慮など、環境負荷を可能な限り低減する設備設計の提案 

  ・建設後の維持管理運営において効率的かつ効果的な動線計画、諸室配置の考え方 

  ・（仮称）相良放射線防護施設、防災広場及び周辺施設との調和と動線に配慮した施設計画と

外構計画の提案 

 

（２）事業工程 

実現可能な事業工程の提案 

 

（３）全体事業費提案 

上限額を超えない範囲における全体事業費についての価格提案 

 

（４）必要備品等調達計画 

提案した内容に基づく備品、資材等の調達計画書の作成（備品等は別途市が購入予定） 

 

（５）その他 

自由提案（事業者独自の付加価値提案・補足提案等） 
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６ 参加要件等 

（１）定義 

   応募者等については、以下のとおりとする。 

 ≪応募者等の定義≫ 

項目 定義 

応募者 本事業に係る業務（設計・工事（外構工事等含む）・工事監理）に携

わることを予定する法人又は複数の法人によって構成されるグルー

プであり、代表企業、構成企業及び協力企業からなるもの 

代表企業 構成企業を代表し、調整・応募手続きを行う法人 

構成企業 本書に示す６参加要件等（3）応募者の資格要件①～④の要件に該

当する法人で代表企業を含む直接本事業に係る業務を受託する法人 

協力企業 構成企業から直接業務の一部を受託し又は請け負う法人 

 

（２）応募者の構成等 

  ①代表企業の選定 

    応募者の構成する企業は、構成企業の中から代表企業を１者定め、当該代表企業が応募

手続きを行うこととする。 

    また、代表企業にあっては、本事業の工事を担う代表構成員とする。 

    代表構成員は、選定された事業者となった場合の契約事務を含め、事業期間中､市との調

整協議等における窓口を担うほか、本事業に係る応募グループ内の全ての調整等の責任を

負うものとする。 

 

②構成企業等 

  各業務（本事業の設計・工事（外構工事等を含む。）、工事監理）を担う者は、構成企業

及び協力企業であること。なお、各業務を複数の構成企業又は協力企業で分担することを

妨げないが、業務範囲や責任の範囲を明確にすること。 

  応募者の構成企業は、公募時において他の応募者の構成企業になることはできない。 

  ただし、市が事業者（本事業における選定者）との事業契約の締結後、選定されなかっ

た応募者の構成企業が、事業者の業務等を支援及び協力することは可能とする。 

 

③複数業務の実施 

  同一の企業が複数の業務を実施することができるが、設計と工事監理、工事と工事監理

を同一の者が兼ねることはできない。 

 

④複数の応募者となることの禁止 

  応募者の構成企業、協力企業等は他の応募者の構成企業及び協力企業になることができ

ない。 

 

⑤業務の一部再委託 

  応募者の構成企業及び協力企業は、事業者から受託した又は請け負った業務の一部につ

いて、第３者に委託、又は下請負人を使用することができるが、その際は、当該委託又は

請負に係る契約を締結する前に市に通知し、承諾を得るものとする。 
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⑥地元企業の参加等 

  協力企業等には、市内に本店を有する企業（以下「市内企業」という。）を加えるように

努めるとともに、本事業において必要となる資機材・飲食物・消耗品等を市内企業から調

達するなど、市内企業の育成や地域経済の振興に配慮しながら、本事業を実施すること。 

 

（３）応募者の資格要件 

①構成企業の共通の資格要件 

   （ア）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない

こと。 

   （イ）牧之原市建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要綱（平成17年10月11日

告示第89号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

   （ウ）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項若しくは第2項に基づき

更生手続き開始の申し立てをしていないこと。 

   （エ）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項若しくは第2項に基づく

再生手続き開始の申し立てをしていないこと。（ただし、手続き開始の決定を受けた

者で、所定の手続きに基づく再認定等を受けている場合を除く） 

   （オ）暴力団員による丌当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第32

条第1項各号及び牧之原市暴力団排除条例（平成24年牧之原市条例第18条）に

該当しないこと。 

   （カ）最近2年間の市税及び国税（所得税又は法人税及び消費税）を滞納していない者 

   （キ）応募者の全ての構成企業は「牧之原市競争入札参加資格」を有する者で、次の参加

資格要件を満たすこと。 

      ただし、「牧之原市競争入札参加資格」を有しない企業は、事前に入札参加資格登録

手続きを完了させること。 

「牧之原市競争入札参加資格」の登録は随時受付とする。 

   （ク）事業者選定基準書に示す、事務遂行能力を有すること。 

 

②設計を担う者の資格要件 

     設計を担う者は、次の要件を満たすこと。 

     ただし、本業務を複数の者で行う場合は、（ウ）の要件については、尐なくとも1 

者が満たせばよいものとする。 

（ア） 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

（イ） 市において、令和 3・４年度有効である測量・建設コンサルタント業務等入札参

加資格を有し、建築設計業務に登録していること。 

（ウ） 平成18年度以降に完了したもので、1棟当たりの延べ面積2,700㎡以上（増築、

改築の場合は当該部分のみ。）鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。)、鉄筋コンクリート造

または鉄骨鉄筋コンクリート造の屋内体育施設の実施設計業務の元請けとして履

行し完了した実績を有しおり、かつ一般財団法人日本建設情報総合センターの業

務実績情報システム「TECRIS」に登録されているものであること。なお、「TECRIS」

に登録がない場合には、業務実績の根拠資料として業務契約書の写し、設計図書

等の建物の概要が分かるものを提出することで要件を満たすものとする。 

 

 

 



 

7 
 

③工事を担う者の資格要件 

・工事を担う者は、牧之原市建設工事共同企業体取扱要綱及び、次に定める各要件に該

当する特定建設工事共同企業体とする。代表構成員に求める資格要件は以下の共通要

件及び（ア）～（カ）の全てに該当すること。また、構成員に求める資格要件は以下

の共通要件及び（ア）～（オ）の全てに該当すること。 

 

   【共通要件】 

   （ア）特定建設工事共同企業体の構成員の数は２者とする。 

   （イ）牧之原市建設工事競争入札参加資格者であり、登録業種が「建築工事一式」に該当

していること。 

   （ウ）特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。 

 

   【代表構成員の要件】 

（ア） 建設業法第 15 条の規定に基づく工事業について、特定建設業の許可を受けてい

ること。 

（イ） 市において、令和３・４年度有効である一般競争入札（指名競争）参加資格者（建

設工事）であり、登録業種が「建築工事一式」に該当していること。 

（ウ） 建設業法第 27 条の 23 第１項に定める経営事項審査において、直近かつ有効な

建築工事一式の総合評定値が1,200点以上であること。 

（エ） 一級建築施工管理技士またはこれと同等以上の資格を有し、建築工事業に係る監

理技術者証及び監理技術者講習修了証の交付を受けている者を工事に専任で配置

できること。なお、当該配置する技術者は、募集開始時点において、３か月以上

の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 

（オ） 平成18年度以降に完了したもので、延べ面積2,700㎡以上の屋内体育施設の施

工実績（共同企業体による実績の場合は、最大出資者）を元請けとして施工し完

了した実績を有しており、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情

報システム「CORINS」に登録されているものであること。なお、「CORINS」に

登録がない場合には、業務実績の根拠資料として業務契約書の写し、設計図書等

の建物の概要が分かるものを提出することで要件を満たすものとする。 

（カ） 代表構成員は構成員中、より大きな施工能力を有する者で、かつその出資比率が

最大であること。 

 

【構成員の要件】 

（ア） 建設業法第 15 条の規定に基づく工事業について、特定建設業または一般建設業

の許可を受けていること。 

（イ） 市において、令和3・４年度有効である一般競争入札（指名競争）参加資格者（建

設工事）であり、登録業種が「建築工事一式」に該当していること。 

（ウ） 市内に主たる営業所（本店）を有し、建築工事一式に係る直近の経営事項審査結

果の総合評定値が750点以上であること。 

（エ） 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、建築工事業に係る監理

技術者証及び監理技術者講習終了証の交付受けている者を工事に専任で配置でき

ること。なお、当該配置する技術者は、募集開始時点において、３か月以上の直

接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

（オ） 特定建設工事共同企業体の構成員のうち、出資比率の最小限度基準は30％以上と

すること。 
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④工事監理を担う者の要件 

     工事監理を担う者は、次の（ア）～（ウ）の要件を満たすこと。 

     ただし、本業務を複数の者で行う場合は、（ウ）の要件については、尐なくとも 1 者

が満たせばよいものとする。 

   （ア）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

（イ）雇用期間を限定することなく提案書提出日前3ヶ月以上継続して雇用されてい 

る者（法人の役員を含む。以下「常時雇用者」という。）であること。 

   （ウ）平成 18 年度以降に完了したもので、延べ面積 2,700 ㎡以上の屋内体育施設の工

事監理実績を有していること。 

 

（４）参加資格の確認等 

①参加資格確認基準日 

     参加資格確認基準日は、本件に関する参加資格確認申請の受付終了日とする。 

 

②参加資格確認基準日以降の取扱い 

      参加資格確認基準日からの提案書の提出締切日までの間に、応募者の構成企業が資

格要件を欠くに至った場合、当該応募者は失格となる。ただし、代表企業以外の構成

企業が資格要件を欠くに至った場合、次のいづれかの場合に限り、当該応募者の参加

資格を引き続き有効なものとし、提案書を提出できる。 

   （ア）応募者が資格要件を欠いた構成企業に代わって、資格要件を満たす構成企業を補充

し、構成企業等変更承諾願い等の必要書類を提出した上で、市が参加資格等を確認

し、これを認めたとき。 

   （イ）構成企業が複数の場合で、資格要件を欠いた構成企業を除く構成企業で全ての参加

資格等を満たすことを市が認めたとき。 

 

③提案書提出締切日以降の取扱い 

      提案書の提出締切日から優先交渉権の決定日までの間に、応募者の構成企業が資格

要件を欠くに至った場合、市は当該応募者を審査対象から除外する。 

      ただし、代表企業以外の構成企業が資格要件を欠くに至った場合は、当該応募者の

参加資格を引き続き有効なものとし、次のいずれかの場合に限り、当該応募者の参加

資格を引き続き有効なものとして取り扱う。 

   （ア）応募者が資格要件を欠いた構成企業に代わって、資格要件を満たす構成企業を補充

し、構成企業等変更承認願等の必要書類を提出した上で、市が参加資格等を確認す

るとともに、事業能力を勘案し、事業運営に支障をきたさないと判断したとき。な

お、補充する構成企業の参加資格確認基準日は、当初の構成企業が資格要件を欠い

た日とする。 

   （イ）構成企業が複数の場合で、資格要件を欠いた構成企業を除く構成企業で全ての参加

資格を満たし、かつ事業能力を勘案し、事業運営に支障をきたさないと市が判断し

たとき。 
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７ 募集手続きに関する事項 

（１）募集及び選定の方法 

   市は、本事業への参画を希望する者を広く公募し、透明性及び公平性の確保に十分留意し

ながら事業者を選定する。選定に当たっては、内容を総合的に審査し、その評価の髙い者の

順に契約交渉権を付不する公募型プロポーザル方式によるものとする。 

 

（２）事業及び選定スケジュール（予定） 

項目 時期 

①募集要項及び要求水準書の公表 令和３年５月１８日 

②募集要項及び要求水準書に関する質問・意見の受付 令和3年５月１９日～5月２５日 

②募集要項及び要求水準書に関する質問・意見への回答 令和3年６月１日 

③参加表明書及び本件参加に関する資格確認申請の受付 令和3年６月４日～６月８日 

③参加資格確認結果の通知 令和3年６月１４日 

④提案書の受付期間 令和3年８月３１日～９月３日 

⑤プレゼンテーション 令和3年９月１０日 

⑥審査結果通知 令和3年9月1７日 

⑦基本協定の締結 令和3年9月２１日 

⑧仮契約の締結 令和3年9月２１日 

⑨本契約の締結 令和3年9月議会定例会議決後 

 

①募集要項等の公表  

令和３年５月１８日（火）午前９時から 

   本事業の募集要項等を市ウェブサイトにおいて公表する。 

   https://www.city.makinohara.shizuoka.jp 

 

②募集要項及び要求水準書に関する質疑の受付及び回答公表 

   募集要項及び要求水準書に関する質疑の受付は、次の手順により行う。 

 （ア）質疑の方法 

    質問・意見は提案書作成に係る内容についてのみとし、評価及び審査に係る質問は一

切受け付けない。「質疑書」（様式１）に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子

メールにて送信すること。電子メールの件名には「募集要項及び要求水準書に関する質

疑」と記載すること。 

 なお、電子メール送信後、速やかに着信確認の電話を行うこと。電話での着信確認 

の受付時間は、月曜日～金曜日の午前9時～午後5時とし、祝日、振替休日を除く 

日とする。 

 また、下記に示す受付期間に未着の場合は質問・意見は無いものとみなす。 

  （イ）受付期間 

     令和3年5月19日(水) 午前9時から令和3年5月25日(火)午後5時まで 

  （ウ）送付先 

     牧之原市役所教育文化部スポーツ推進課 

     sports@city.makinohara.shizuoka.jp 

  （エ）募集要項及び要求水準書に関する質問・意見への回答公表 

     質問・意見に対する回答は、市ホームページにて公表する。 

https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/
mailto:sports@city.makinohara.shizuoka.jp
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     ただし、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、質問者の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害する恐れがあると考えられるものは公表しないものとする。 

     回答公表日は令和3年6月1日（火）を予定とする。 

 

③本件参加に関する資格確認申請の受付及び確認結果の通知 

   本件への参加を希望する者は、下記のとおり参加資格に関する書類を提出し、市の確認

を受けなければならない。 

   なお、期限までに提出しないもの及び参加資格がないと認められた者は、本件に参加す

ることができない。 

 （ア）受付期間 

    令和3年6月4日（金）午前９時から令和3年6月8日（火）午後5時まで 

 （イ）提出書類 

    様式集に示すとおり 

 （ウ）提出方法 

    持参又は郵送（特定記録郵便または簡易書留）により事務局まで提出すること。 

 （エ）確認結果の通知 

    応募者の代表企業に対して、令和3年6月14日（月）までに書面をメールにて通知

する。 

 

④提案書の受付 

    参加資格があると認められた応募者のうち、提案書を下記のとおり受け付けるものとす

る。 

  （ア）受付期間 

    令和3年8月31日（火）午前９時から令和3年9月3日（金）午後5時まで 

 

  （イ）提出書類 

    様式集に示すとおりとする。 

  （ウ）提出方法 

    持参により事務局まで提出すること。 

 

【応募に関する留意事項】 

ア 応募事項等の承諾 

     応募者は、提案書の提出をもって、募集要項等の記載内容を承諾するものとする。 

   イ 公正な応募の確保 

     応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号）に抵触する行為を行ってはならない。 

   ウ 提出書類の差替えの禁止 

     応募者は提出期限以降における提案書の差替え及び再提出をすることができない。 

     ただし、誤字等の軽微な修正はこの限りではない。 

   エ 提案の無効 

     以下の提案についてはその提案の一切を無効とする。 

    ・参加資格を有さない者がした提案 

    ・提案に際して談合等による丌正行為をした者の提案 

    ・必要な書類に応募者の署名または押印がなされていない提案 

    ・価格提案書の記載事項が確認できない提案 
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    ・価格提案書の金額を訂正している提案 

    ・募集手続きに関係のない事項を記載した提案 

    ・提出書の記載漏れ、誤記等により内容が確認出来ない提案 

   オ 費用の負担 

     応募者の応募に要する費用は全て応募者の負担とする。 

   カ 市の提供する資料の取り扱い 

     応募者は、市が提供する資料を本提案に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

   キ 提案書類の返却 

     応募者から提出を受けた提案書は返却しない。 

   ク 使用言語、単位及び時刻 

     応募において使用する言語は日本語、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定め

るもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

ケ 著作権 

     応募者から提出された提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、市は本事業に

関する公表を行う場合、その他市が必要と判断した場合、優先交渉権者の提案書の一

部または全部を無償で使用できるものとする。 

     また、優先交渉権者以外の応募者の提案書については、本事業に関する公表を行う場

合に限り、市は、提案書の一部を無償で使用できるものとする。 

   コ 特許権等 

     提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、

維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。 

   サ 募集の延期 

     市は、特に必要があると認めた場合、募集を延期し、中止し、または取り消すことが

できる。 

シ 提案の辞退 

     参加資格があると認められた応募者のうち、提案書の提出を辞退する場合は、令和3

年9月3日（金）午後5時までに参加辞退書（様式2-9）を事務局まで持参又は郵

送（特定記録郵便または簡易書留）により提出すること。 

   

【提案書の要約版の作成等】 

     参加資格があると認められた応募者は、提案書に記載された事項について提案内容の

説明（プレゼンテーション）及び質疑応答（ヒアリング）を実施する。プレゼンテーショ

ンに際し、提出した提案書の要約版を作成すること。要約版の作成に当たってはプレゼ

ンテーションの内容に沿ったものとし、添付図書（図面）などを用いて、分かりやすく

簡潔に説明できるよう配慮すること。 

   ・提出書類 

    提案書要約版  正本１部  副本１部 

   ・提出期限 

    令和3年9月3日（金）午前９時から午後５時まで 

   ・提出場所 

    持参により事務局まで提出すること。 
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⑤プレゼンテーション 

・実施期日は、令和３年９月１０日（金）とする。 

・プレゼンテーションの実施日時・場所等の詳細については、応募者に別途通知する。な

お、応募者の数によって時間配分等については前後する場合がある。 

・１提案者当たり5名以内とし、配置予定技術者を含むものとする。 

   ・説明は要約版に沿って進めること。（プロジェクターを使用する場合も要約版と同様の内

容とする。） 

   ・使用するパソコン等の機材については、応募者が用意すること。ただし、プロジェクター

及びスクリーンについては市で用意する。 

   ・プレゼンテーションについては概ね以下の時間配分にて行うものとし、各者創意工夫の

上、時間内に行うこと。 

    ● 準 備 → プレゼンテーション → 質疑応答 → 片付け 

      （5分）    （25分）      （25分）  （5分）  計 60分 

      ・プレゼンテーションの内容について以下の内容に沿って進めること。配分の時間

は自由とする。 

   （ア）事業計画に関する事項 

   （イ）施設整備に関する事項 

   （ウ）施工計画に関する事項 

   （エ）総合性・独創性に関する事項 

   （オ）その他独自の提案事項 

 

【選定の手続き】 

    選定委員会の設置 

     市は、審査にあたり、選定委員会において、応募者から提出された提案書等を基に、

選定基準に基づき審査を実施する。提案内容の審査に関して、公平性、透明性、客観

性を確保し、幅広い専門的見地からの意見を参考とするため、学識経験者や関係職員

等より委員を構成する。選定委員会は非公開とする。 

 

【評価の基準】 

     評価の基準については、事業者選定基準書に示す。 

 

⑥審査結果の通知 

（ア）優先交渉権者等の決定及び公表 

提出された提案書について選定委員会が提案価格のほか、事業計画、施設整備、維持

管理等に関する提案内容を総合的に評価し、市は、選定委員会による審査の結果を踏

まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。優先交渉権者等を決定した時は、

全ての応募者へ結果を通知する。 

（イ）審査結果の公表 

     市は、優先交渉権者等の決定後、審査結果を市ホームページで公表する。なお、審査

結果に関する問い合わせには応じない。 
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  ⑦基本協定の締結 

    市及び優先交渉権者は、下記のとおり基本協定を締結する。 

   （ア）締結時期 

      令和３年９月21日（火） 

   （イ）締結に係る協議 

     市は、優先交渉権者の決定後速やかに「基本協定（案）」に基づき、優先交渉権者のと

協議を行い、協議が整った場合には優先交渉権者のと基本協定を締結するものとし、優

先交渉権者はこれに応じなければならない。 

     また、市は、優先交渉権者との協議が整わなかった場合、次点交渉権者と協議を行い、

協議が整った場合には、次点交渉権者と基本協定を締結するものとし、次点交渉権者は

これに応じなければならない。 

   （ウ）基本協定を締結しない場合 

     優先交渉権者の決定日の翌日から基本協定の締結日までの間に、優先交渉権者の構成

企業が応募の資格要件を欠くに至った場合、市は、優先交渉権者と基本協定を締結しな

い場合がある。ただし、代表企業以外の構成企業が資格要件を欠くに至った場合は、次

のいずれかの場合に限り、市は、当該優先交渉権者と基本協定を締結する。 

    ア  優先交渉権者が、資格要件を欠いた構成企業に代わって、資格要件を満たす構成

企業を補充し、必要書類を提出した上で、市が資格要件を確認するとともに事業能

力を勘案し、事業運営に支障をきたさないと判断したとき。なお、補充する構成企

業の参加資格確認基準日は、当初の構成企業が資格要件を欠いた日とする。 

イ  構成企業が複数の場合で、参加資格等を欠いた構成企業を除く構成企業で全ての

参加資格等を満たし、かつ事業能力を勘案し、事業運営に支障をきたさないと市が

判断したとき。 

 

  ⑧仮契約の締結 

    市は、基本協定を締結した事業者と下記のとおり仮契約を締結する。 

   （ア）締結時期 

      令和３年９月21日（火） 

   （イ）締結に係る協議 

     市は、基本協定の締結後速やかに、基本協定書に基づき事業者と協議を行い、協議が

整った場合には、事業契約の仮契約を締結する。 

   

⑨本契約の締結 

    仮契約は、市議会における議決を経て本契約となる。 

  【事業契約を締結しない場合】 

    基本協定の締結日の翌日から事業契約の締結日までの間に、事業者の構成企業が資格要

件を欠くに至った場合、市は事業契約を締結しない場合がある。 

この場合において、市は事業者に対して一切の費用負担を負わない。 

【事業計画の変更について】 

    本事業は市議会における議決が必要な契約であることから、議決を得られなかった場合

には事業契約の締結が丌可能、若しくはスケジュールが変更となる場合がある。スケジュー

ルの変更に伴う事業計画の変更等については、市と十分な協議を行い決定していくものと

する。なお応募者は参加申込書を提出した段階で本件に関する事項について合意したもの

とし、一切の損害賠償の請求はできないものとする。 
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８ 事業者の責任の明確化等事業の適性かつ確実な実施の確保に関する事項 

（１）責任の明確化等の考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質

の高いサービスの提供を目指すものであり、事業者が担当する業務については、事業者が責

任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては原則として事業者が負うものとす

る。 

ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものと

する。 

 

（２）予想されるリスクと責任分担 

本事業における市と事業者との責任分担は、以下に示すとおりであり、応募者は、負担す

べきリスクを想定したうえで提案を行うこと。 

・市と事業者の責任分担は下記の内容を想定する。 

 

予想されるリスクと責任分担 

1 共通リスク 

リスク項目 内容 市 事業者 

募集要項 募集要項の瑕疵により生じた場合 ○  

制度リスク 

行政リスク 事業契約以前に生じた事項 ○  

法制度リスク 
一般分野の法制度改正により，建設・保

守・設備費用等に追加変更を生じた場合 
○  

許認可リスク 
建設許可等に係る許認可の遅延により

費用の増大が生じた場合 
 ○ 

税制度リスク 
消費税率の改正により消費税額が増加

した場合 
○  

反対リスク 

着工前の段階で、本事業の計画に対する

住民の反対運動が生じた場合 
○  

設計施工に関する住民反対運動が生じ

た場合 
○ ○ 

丌可抗力 

（天災，戦争・暴動等で市及

び事業者のいずれの責めにも

期すことができないもの） 

・丌可抗力により費用が増加した場合 

・丌可抗力により事業が中止に追い込ま

れた場合 

・損害保険等が適用されない場合や保険

支払金の損害保険に対する丌足分が生

じた場合 

○※1 △※1 

※1 丌可抗力による増加費用及び損害額（保険金を受領した場合等の保険金額を除く。）につ

いて本事業に要する費用等の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額について

は市が負担する。 
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２ 設計リスク 

リスク項目 内容 市 事業者 

設計丌適合 
市が要求する水準の設計ができない場

合 
 ○ 

設計遅延 

市側の事由 
市側の事由により詳細設計が一定期間

に完了せず費用増加をもたらした場合 
○  

事業者側の事由 

事業者側の事由による詳細設計が一定

期間に完了せず費用増加をもたらした

場合 

 ○ 

設計変更 

市側の事由 
市側の事由により設計変更が生じ費用

が増加した場合 
○  

事業者側の事由 
事業者側の事由により設計変更が生じ

費用が増加した場合 
 ○ 

 

３ 工事リスク 

リスク項目 内容 市 事業者 

工事費用 

増大 

市側の事由 
市の指示により、費用超過や工事に遅延

が生じた場合 
○  

事業者側の事由 

・事業者側の事由により、費用超過や工

事に遅延が生じた場合 

・工事費用や工事期間の見積りに誤差が

あった場合 

 ○ 

予見せざる土地

条件 

予見できない土地条件により、費用の変

更が生じた場合（地中埋設や土壌汚染

等） 

○  

設計違反 
設計どおりに建設されなかったために

工事・設計費用の増加が生じた場合 
 ○ 

業者間の紛争 
企業間紛争により、工事の遅延やマネジ

メント費用の追加が生じた場合 
 ○ 

工事段階の住民対策 
工事において周辺環境の保全等に係る

苦情処理の必要が生じた場合 
 ○ 

現場の警備責任 
設備・原材料の盗難・損傷により費用増

加及び遅延が生じた場合 
 ○ 

現場の安全管理責任 
安全管理の丌足により、費用増加及び遅

延が生じた場合 
 ○ 

工事中の事敀等 
工事中に事敀や第三者への損傷が生じ、

費用増加及び遅延が生じた場合 
 ○ 

 

※なお、上記に示されていないリスク分担等については市と代表事業者双方の協議により定める

ものとする。 

 

 

 

 

 



 

16 
 

９ 事業計画または契約の解釈についての疑義が生じた場合における措置に関する
事項 

 

（1）係争事由に係る基本的な考え方 

事業計画または事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は誠意を持って

協議するものとし、一定期間内に協議が整わない場合は、事業契約に規定する具体的措置

に従うものとする。 

 

（2）管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

10 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

（１）事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

事業者が実施する業務が事業契約に定める市の要求水準を下回る場合、その他事業契約

で定める事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、または、そ

の疑念が生じた場合、市は事業者に対して指導等を行い、一定期間内に改善策の提出、実

施を求めることができる。この場合において事業者が当該期間内に改善または修復をする

ことが出来なかった場合、市は事業契約を解除することができる。 

事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化したため、事業契約に基づく事業

の継続的履行が困難と認められる等の場合、市は事業者に対する催告を行うことなく事業

契約を解除できるものとする。 

市が事業契約を解除した場合、事業者は市に生じた合理的損害を賠償するものとする。

詳細については事業契約書に示す。 

 

 （２）市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

    市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解

除できるものとする。この場合、市は事業者に生じた合理的損害を賠償するものとする。 

  

（３）いずれの責めに帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

    丌可抗力その他、市及び事業者のいずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困

難となった場合は、市と事業者は原則として事業継続の可否について協議を行った上対応

方法を決定する。詳細については事業契約書に示す。 

 

11 問い合わせ先 

   静岡県牧之原市役所 教育文化部 スポーツ推進課 

   電 話：0548-53-2643 

   F A X：0548-53-2657 

   M a i l：sports@city.makinohara.shizuoka.jp 


